平成３０年度 免許状更新講習 第３回認定（選択領域）

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

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

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道北見市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭、小
学校・中学校・高
等学校教諭（全
教科）

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月2日

平30-10007505064号

0157-26-9177

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

北見工業大学

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

北海道北見市

6時間 平成30年8月11日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月20日～
平成30年5月2日

平30-10007505065号

0157-26-9177

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

北見工業大学

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

北海道北見市

6時間 平成30年8月12日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月20日～
平成30年5月2日

平30-10007505066号

0157-26-9177

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

北見工業大学

【選択】自然災害の概要と避難

地震，洪水，暴風雪に関する災害の特徴や災害形態について概
説し，事前の備え，災害発生直前，災害時および被災後における
避難時の心構えや注意事項等について解説を行う．特に，災害
発生前後における時系列の対応の違いや災害の種類による対
応の違いについて説明を行う．

渡邊
高橋
宮森
白川

康玄（工学部教授）
清（工学部教授）
保紀（工学部准教授）
龍生（工学部准教授）

北海道北見市

6時間 平成30年8月11日

教諭

幼稚園教諭、小
学校・中学校・高
等学校教諭（全
教科）

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月2日

平30-10007505067号

0157-26-9177

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

北見工業大学

【選択】自然災害の概要と避難

地震，洪水，暴風雪に関する災害の特徴や災害形態について概
説し，事前の備え，災害発生直前，災害時および被災後における
避難時の心構えや注意事項等について解説を行う．特に，災害
発生前後における時系列の対応の違いや災害の種類による対
応の違いについて説明を行う．

渡邊
高橋
宮森
白川

康玄（工学部教授）
清（工学部教授）
保紀（工学部准教授）
龍生（工学部准教授）

北海道北見市

6時間 平成30年8月12日

教諭

幼稚園教諭、小
学校・中学校・高
等学校教諭（全
教科）

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月2日

平30-10007505068号

0157-26-9177

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

弘前大学

【選択】国語・国文の歴史

教科名「国語」の歴史を辿りながら「国語」「国文」「国語学」「国文
学」が明治という時代の環境の中で作られた意味と価値観につ
吉田 比呂子（教育研究院人文科学領域教授） 青森県弘前市
いて考える。また、日本文化について伝統という価値観を常に意
識することと価値観についても考えたい。

6時間 平成30年7月26日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505456号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】文学教育のこれから

国語科教育の動向を踏まえながら、これからの文学教育のあり
かたについて考えていくために必要な知識や技能について学
鈴木 愛理（教育研究院教育・芸術領域講師）
ぶ。また教科書の教材を実際に用いながら、講義・演習を通して
理解を深めていく。

青森県弘前市

6時間 平成30年7月28日

教諭

小学校教諭・中
学校国語科教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505457号

0172-39-3315

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

弘前大学

本講習は、中学校・高等学校の現代文の教科書に採用された日
本近代文学の作品を取り上げて、小説を読解する方法を学び、
【選択】文学作品へのアプローチ
近代文学の意義について理解を深めることを目的とします。特
―現代文の定番教材を読み解く
仁平 政人（教育研究院教育・芸術領域講師）
に、太宰治「走れメロス」や芥川龍之介「羅生門」など定番教材に
―
なっている作品について、文学研究の方法論を通して新たな読
みの可能性を探ります。

青森県弘前市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校・高等学
校国語教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505458号

0172-39-3315

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

弘前大学

昔話として身近な『浦島太郎』『一寸法師』『竹取物語』などの物
語を通じて古典文学の世界を学び、時代とともに変化する物語の
変遷を追いつつ、古典文学世界における人々の生き方を考え
【選択】昔話やくずし字を通じた日
る。また古典世界で用いられていた「くずし字」にも触れる。講習 渡辺 麻里子（教育研究院人文科学領域教授） 青森県弘前市
本古典文学の学習
は、講義を中心とするが、グループワークも交えて進める。本講
習を通じて、中学・高校生の古典学習指導について考察を深め
る。

6時間 平成30年8月11日

教諭

中学校・高等学
校国語教諭

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505459号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】日本語のなかの漢字

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

青森県弘前市

6時間 平成30年8月25日

教諭

小学校教諭・中
高国語科教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505460号

0172-39-3315

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

弘前大学

普段みなれた風景でも、その成り立ちには地球規模での環境変
化や、その地域特有の環境が複雑に絡み合って成り立っている
【選択】津軽地域の自然地理学野 ことが指摘されている。本講義は、津軽地域の自然地理学的な
小岩 直人（教育研究院教育・芸術領域教授）
外調査
特徴を、野外調査（鰺ヶ沢町・つがる市等を予定）を行いながら解
説を行うとともに、基本的な地理調査の方法を学ぶことを目的と
する。

青森県弘前
市、鰺ヶ沢町、
つがる市

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校教諭，中
学校社会科教
諭，および高校地
歴科教諭

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505461号

0172-39-3315

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

家族の在り方が多様化・複雑化する今日において、家族をめぐる
新たな法的問題が生じている。そうした問題が子どもの人格形成
に与える影響は大きいと言えようが、多様な環境のもとで育った
子どもを実際に教育する教師にとって、こうした問題を理解してお
吉村 顕真（教育研究院社会科学領域准教授） 青森県弘前市
くことは有益であろう。そこで本講義では、とりわけ親子関係の成
立を巡る問題及び離婚に伴う親権問題に焦点を当てて、多様化
した家族のもとで育つ子どもの家族環境に対する理解を深めて
いく。

6時間 平成30年8月20日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505462号

0172-39-3315

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

北見工業大学

【選択】ＰＣを用いた生徒情報管
理等の効果的手法

弘前大学

【選択】家族と法
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年12月15日

教諭

小学校、中学校
(社会科）教諭

6,000円

30人

平成30年9月25日～
平成30年10月19日

平30-10008505463号

0172-39-3315

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

6時間 平成30年7月14日

教諭

小学校教諭・中
学校・高等学校
数学教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505464号

0172-39-3315

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

6時間 平成30年7月28日

教諭

中学校・高等学
校数学教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505465号

0172-39-3315

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

青森県弘前市

6時間 平成30年7月29日

教諭

中学・高等学校
数学教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505466号

0172-39-3315

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

【選択】ベイズ統計入門

チョコボールを買ったとき金のエンゼルが出る確率はいくらなの
でしょう。40箱のチョコボールを買っても1枚も出なければ確率は
ゼロなのでしょうか？通常の統計学では金のエンゼルの確率は 守 真太郎（教育研究院安全システム工学領域
青森県弘前市
ゼロと推定します。一方、ベイズ統計では確率は分布すると考え 教授）
て推定します。本講習では実験・データ解析を行いながらベイズ
統計について学びます。

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校・高等学
校教諭（数学）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505467号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】微生物の観察と実験

微生物はふだんわれわれの目には触れないが、生態系や生物
の進化において欠かせない存在である。本講習では、微生物を
教材として活用することをめざし、身近に存在するさまざまな微生
岩井 草介（教育研究院教育・芸術領域准教
物を顕微鏡で観察しながらその取り扱い法を学ぶ。またそれらを
授）
用いて細胞の理解につながる実験を行う。微生物としては乳酸
菌、池の細菌、酵母、土壌カビ、アオミドロ（緑藻）、ミドリゾウリム
シ（原生動物）などを扱う予定である。

青森県弘前市

6時間 平成30年7月21日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505468号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】化学実験（中学校・高等
学校）

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

青森県弘前市

6時間 平成30年7月21日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭およ
び特別支援教諭

6,000円

16人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505469号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】思考を導く理科教育

具体的な教材をとおして、理科教育の方法と理論をベースに、児
童・生徒を思考させるという観点から講義を展開する。前半では
環境教育に関する理論と教材の紹介を行い、演習をとおして児 佐藤 崇之（教育研究院教育・芸術領域准教
童・生徒の思考について考える。後半はそれに引き続くとともに、 授）
教科や科目を融合した教材を取り扱い、それについての思考を
考える。

青森県弘前市

6時間 平成30年7月22日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
理科教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505470号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】アクティブ・ラーニングに
向けたマイクロスケール実験－
粒子分野(化学)の実験を中心に
①

次期学習指導要領で導入される「アクティブ・ラーニング」への活
用も期待されている、特別支援教育でも注目の「マイクロスケー
ル実験」について、その概念と具体的な方法について実験を通し
長南 幸安（教育研究院教育・芸術領域教授）
て考える。小学校理科の新学習指導要領・粒子分野(化学)の中
からは第6学年「水溶液の性質」を、中学校や高等学校では、電
池や電気分解を中心に、実験を通して指導法を考える。

青森県むつ市

6時間 平成30年7月28日

教諭

特別支援教諭，
小学校教諭およ
び中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505471号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】アクティブ・ラーニングに
向けたマイクロスケール実験－
粒子分野(化学)の実験を中心に
②

次期学習指導要領で導入される「アクティブ・ラーニング」への活
用も期待されている、特別支援教育でも注目の「マイクロスケー
ル実験」について、その概念と具体的な方法について実験を通し
長南 幸安（教育研究院教育・芸術領域教授）
て考える。小学校理科からは「だ液の性質」を、中学校や高等学
校では、物質の分離方法や金属陽イオンの分析を中心に、実験
を通して指導法を考える。

青森県八戸市

6時間 平成30年7月30日

教諭

特別支援教諭，
小学校教諭およ
び中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505472号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】山地河川の動物観察

白神山地の津軽十二湖には、湖沼と河川が連続する水系があ
り、そこでは水温や水質が段階的に大きく変化します。この実習
では、津軽十二湖の複数の河川で環境と水生動物群集の組成を
比較し、動物群集の成立要因を環境と関連づけて考察します。水 大髙 明史（教育研究院教育・芸術領域教授）
生昆虫類のほか、カイメン類やプラナリア類、甲殻類など多様な
動物が見られるため、分類の基礎を身につけることもねらいのひ
とつです。本講習は理科教諭以外も対象としています。

青森県深浦町

6時間 平成30年8月5日

教諭
小・中，高等学校
養護教諭 教諭，養護教諭

6,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505473号

0172-39-3315

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

弘前大学

化学の当該研究分野の基礎的事項を講義するとともに、研究背
増野 敦信（教育研究院機能創成科学領域准
【選択】物質科学研究の基礎と最 景も踏まえながら、先端の化学研究の例について紹介します。
教授）
青森県弘前市
新の話題
１）無機化学：「固体化学」を中心に
太田 俊（教育研究院機能創成科学領域助教）
２）錯体化学に基づいた物質変換反応を中心に

中・高の理科教
諭及び小学校で
理科を専門とする
教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505474号

0172-39-3315

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

講習の概要

担当講師

講習の開催地

弘前大学

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

青森県弘前市

弘前大学

【選択】算数・数学的活動とその
体験

算数的活動・数学的活動の意義を検討し、小学校算数、中学校
数学で扱う教材を中心にその背景について学ぶとともに、活動を 中野 博之（教育研究院教育・芸術領域教授）
取り入れた授業のあり方について考えることをねらいとします。活 田中 義久（教育研究院教育・芸術領域准教
動を取り入れた教材研究を体験する時間をできるだけ設定する 授）
予定です。

青森県青森市

弘前大学

数学の学習指導において、問題の答えを出して終わりにするの
ではなく、そこから新たな課題を見出して探求しようとする姿勢が
大切である。具体的には、別の解決方法を考えたり、条件を見直
【選択】考える力を伸ばす図形教
すことで問題の構造を明らかにしたり、その条件をかえてみること
材の研究
で発展的に考えたりすることである。こうした活動を通して、考え
ることの楽しさを味わえる図形教材の研究について考えていく。こ
の際、geogebraという作図ツールを使用する機会を設ける。

弘前大学

透視図法はルネサンス期のフィレンツェの建築家ブルネレスキに
よって発明され、アルベルティ、ピエロ・デラ・フランチェスカ、レオ
ナルド・ダ・ビンチなどの建築家や画家たちによってその基礎づけ
榊 真（教育研究院安全システム工学領域教
【選択】透視図法と地図の幾何学 が成されました。一方、画像の作り方の別の例として地図投影法
授）
があります。本講習では透視図法と地図の幾何学について、歴
史的な視点と作図演習を交えながら学びます。（定規とコンパス
を持参ください）。

弘前大学

山本 稔（教育研究院安全システム工学領域准
教授）
田中 義久（教育研究院教育・芸術領域准教
青森県青森市
授）
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6時間 平成30年8月20日

教諭

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

弘前大学

【選択】生物の環境適応と進化

地球上に棲息する多様な生物種は新しい遺伝変異の創出と環境
からの選択を通じたプロセスにより進化してきた。進化は分子か
ら生態まで広く分岐した生物学を統一的に理解する鍵となる。本 杉山 修一(教育研究院農学・生命科学領域教
講習では、進化を通じて生物多様性が維持される仕組みを環境 授）
適応の見地から概説する。また、利己的遺伝子の考え方や中立
説など遺伝子と進化の関わりについても紹介する。

青森県弘前市

6時間 平成30年8月20日

教諭

高校・中学理科
教諭

6,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505475号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】理科を苦手とする教員の
ための小学校物理実験

小学校理科・物理分野に関する教科書に記載されている実験を
実際に行いながら、実験を行う際の留意点・注意点を再確認し、
その実験のもつ物理的理解を深める。具体的には、3学年「物と
山本 逸郎（教育研究院教育・芸術領域教授）
重さ」「磁石の性質」「電気の通り道」、4学年「空気と水の性質」
「金属、水、空気と温度」「電気の働き」、5学年「振り子の運動」
「電流の働き」、6学年「てこの規則性」「電気の利用」の中から3・4
単元を取り上げ、それらに関する内容を取り扱う。

青森県弘前市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

24人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505476号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】顕微鏡による生物観察
－簡易顕微鏡の自作に挑戦－

中学校理科第二分野、高校生物で扱われる内容には、光学顕微
鏡で観察可能な現象が多数含まれていますが、顕微鏡観察は敷
居が高いと感じている方もおられるようです。この実習では（１）教
育・研究用の生物顕微鏡・実体顕微鏡を用いた観察（ウニ・ホヤ
の発生とクマムシ等の微小動物）と、（２）簡易顕微鏡の作成およ
び観察を体験します。実習を通して、顕微鏡観察の面白さを体感
すると同時に、動物の発生、形態、分類についての知識も深めて
もらいたいと思っています。

大髙 明史（教育研究院教育・芸術領域教授）
美濃川 拓哉（東北大学大学院生命科学研究
科准教授）
藤本 心太（東北大学大学院生命科学研究科
特任助教）
根岸 剛文（東北大学大学院生命科学研究科
特任助教）

青森県青森市

6時間 平成30年12月15日

教諭

小，中，高等学校
理科教諭

6,000円

15人

平成30年9月25日～
平成30年10月19日

平30-10008505477号

0172-39-3315

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

弘前大学

中学校理科および高等学校化学の新学習指導要領に沿って、新
たに加えられたり戻された学習項目を中心に、実験を通して理科
の化学分野の指導法を考える。また発展的な実験も行い、化学
【選択】化学実験－中学校・高等 教材について学習する。具体的には、例えばイオンの実験や、モ 長南 幸安（教育研究院教育・芸術領域教授）
ル概念の実験などを行う。次期学習指導要領で導入される「アク 島田 透（教育研究院教育・芸術領域講師）
学校を中心に
ティブ・ラーニング」への活用も考えられ、特別支援教育で注目さ
れている「マイクロスケール実験」について、その概念と具体的な
方法について実験を通して考える。

青森県弘前市

6時間 平成31年1月8日

教諭

特別支援教諭，
小学校教諭およ
び中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

30人

平成30年9月25日～
平成30年10月19日

平30-10008505478号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】音楽科の学習指導

「最初のオンガクを探る」をテーマとする。小・中・高音楽科のカリ
キュラム（創作を基盤とした歌唱、器楽、鑑賞へのアプローチ）に
ついて、サウンドスケープとサウンド・エデュケーションをキーワー
ドとして具体的な授業実践例を提示するとともに、新学習指導要
今田 匡彦（教育研究院教育・芸術領域教授）
領に示された〈資質・能力の育成に関する3つの柱〉、〈協働〉及び
Active Learning、音楽のUniversal Design(インクルーシヴ教育も
含む）についても考察する。本講習は音楽科教諭以外も対象とす
る。

青森県弘前市

6時間 平成30年7月28日

教諭

幼・小・中・高教
諭，特別支援教
諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505479号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】声楽曲の読譜と表現

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

6時間 平成30年8月3日

教諭

中学校・高等学
校教諭(音楽）

6,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505480号

0172-39-3315

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

【選択】音楽情報の収集と活用

インターネット上の情報と図書館のレファレンスサービスを利用し
て最新かつ専門的な音楽資料を収集し、整理・処理する手順を
紹介します。まず、PC操作や情報検索の一般的・基礎的な技術
朝山 奈津子（教育研究院教育・芸術領域講
を踏まえた上で、画像と音源の編集、楽譜制作などを実習しま
師）
す。西洋音楽だけでなく、邦楽や、世界のさまざまな音楽にも目を
向ける予定です。主に中・高教諭対象としますが、小学校教諭も
受講可能です。

青森県弘前市

12時間

平成30年8月6日～
平成30年8月7日

教諭

中学校・高等学
校音楽科教諭

12,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505481号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】さまざまな美術鑑賞

小学校高学年以降、学校における美術教育では、身の回りのデ
ザインを含むさまざまな美術作品の鑑賞を通じて、日本および他
地域の文化や思想を理解し、他者とのコミュニケーションをはか
ることが推奨されています。この講習では、日本をはじめ西洋お
出 佳奈子（教育研究院人文科学領域准教授） 青森県弘前市
よび東洋諸地域の作品を紹介しながら、それぞれの作品の背景
にある歴史や思想、また地域間の影響関係について説明すると
ともに、いくつかの作品を例に、鑑賞と表現の双方を含む授業方
法について考察していきます。

12時間

平成30年8月5日～
平成30年8月6日

教諭

小学校教諭・中
学校および高等 12,000円
学校美術教諭

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505482号

0172-39-3315

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

弘前大学

木材に関する基本的な知識と技能を習得するとともに刃物研ぎを
学びます。
人類は、機械が発明されるずっと以前から、手で材料を加工する
【選択】木工手工具による小物づ ことによりさまざまなモノをつくってきました。
冨田 晃（教育研究院教育・芸術領域准教授）
くり
本講習では、ノコギリ、ノミ、キリ、サフォーマー、ヤスリなどの手
工具で木材を加工することにより小物をつくります。
＊安全で作業しやすい服装と靴でご参加ください。
＊刃物研ぎを学ぶためご家庭で使用中の包丁をご持参ください。

青森県弘前市

12時間

平成30年12月15日～
平成30年12月16日

教諭

全教諭（主に小学
12,000円
校教諭）

12人

平成30年9月25日～
平成30年10月19日

平30-10008505483号

0172-39-3315

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

弘前大学

学校体育における器械運動種目の中から、マット運動・跳び箱運
動・鉄棒運動の3種目の技について、その指導方法や幇助方法
を学びます。各種目の技についてその運動構造を理解し、実際
【選択】器械運動の幇助方法を学
に行ないます。簡単な幇助技術を身につけ、受講者同士で実際 清水 紀人（教育研究院教育・芸術領域教授）
ぶ
に幇助活動を行います。
※実践を交えた演習
形式で行います。

青森県弘前市

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505484号

0172-39-3315

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

弘前大学
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6時間 平成30年7月16日

教諭

幼・小・中・高等
学校・特別支援
学校教諭（保健
体育）

6,000円

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

弘前大学

弘前大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】基本から学ぶ柔道

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

青森県弘前市

6時間 平成30年7月31日

教諭

全教諭（主に保健
体育教諭，部活
動指導教諭）

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505485号

0172-39-3315

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

【選択】体育を苦手と感じる教員
の授業組み立て法

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

青森県弘前市

6時間 平成30年12月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成30年9月25日～
平成30年10月19日

平30-10008505486号

0172-39-3315

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

青森県弘前市

6時間 平成30年8月3日

小・中学校・高等
教諭
養護教諭 学校教諭・養護
栄養教諭 教諭・栄養教諭

6,000円

32人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505487号

0172-39-3315

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

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

【選択】学校教育におけるメンタ
ルヘルス

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

【選択】成人期から高齢期のメン
タルヘルス

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

青森県弘前市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭

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

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505488号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】生活習慣と健康

近年の保健医療において重要課題である生活習慣病についてと
りあげ教授します。また、学校生活や家庭生活におけるこどもの
井瀧 千恵子（教育研究院保健科学領域教授）
生活習慣や感染予防行動に関することを教授します。
高橋 徹（教育研究院保健科学領域教授）
青森県弘前市
○生活習慣病と予防（漆坂）
漆坂 真弓（教育研究院保健科学領域講師）
○学校生活・家庭生活における生活習慣と感染予防(高橋)
○肥満と運動療法（井瀧）

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505489号

0172-39-3315

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

弘前大学

身の回りの放射線等の放射線に関する基礎や放射線事故・災
害、その際の看護活動、医療に使われる放射線、放射線看護に
【選択】放射線の基礎と放射線看 ついて学びます。
護
○放射線の基礎(細川)
○放射線事故・災害時の看護活動(野戸)
○放射線治療の日常生活への影響(小倉)

6時間 平成30年8月22日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505490号

0172-39-3315

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

青森県弘前市

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教諭
栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505491号

0172-39-3315

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

青森県弘前市

6時間 平成30年12月25日

幼稚園教諭、小・
教諭
中・高教諭、養護
養護教諭 教諭、特別支援
学校教諭

6,000円

30人

平成30年9月25日～
平成30年10月19日

平30-10008505492号

0172-39-3315

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

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

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505493号

0172-39-3315

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

弘前大学

弘前大学

細川 洋一郎（教育研究院保健科学領域教授）
野戸 結花（教育研究院保健科学領域教授）
青森県弘前市
小倉 能理子（教育研究院保健科学領域准教
授）

放射線に関する初等教育に遊び学習を取り入れ、科学的リテラ
シーを向上させる。かるたは日本が独自に発展させた室内遊戯
であるが、教育ツールとしての側面も期待できる。放射線教育を
【選択】遊び学習で理解する放射 限られた短い時間で効果的かつ達成感の得られるものにするた 對馬 惠（教育研究院保健科学領域講師）
線
め、本講習では「放射線かるた」を提案する。「かるた遊び」により 小山内 暢（教育研究院保健科学領域助教）
放射線への興味・関心を高め、「かるた作成」のための調べ学習
を経て、段階的な基礎知識の習得を目指す。

弘前大学

【選択】放射線とリスクコミュニ
ケーション

弘前大学

【選択】マイコンを使ったものづく
り

本講では放射線災害を想定し、地域住民や学校生徒・保護者に
対して説明する機会を持つ教諭を対象として、放射線リスクコミュ
ニケーションの基本的知識を教授し、事例をもとにした演習を通し
放射線リスクコミュニケーションの必要性を以下の内容で意識づ
ける。
1．講義｢放射線リスクコミュニケーションについて｣（則包）
2．講義｢放射線の人体に対する影響と防護について｣（對馬）
3．演習｢リスクコミュニケーションに関するシミュレーション｣（則
包、北宮、對馬、川添）

則包
北宮
川添
對馬

和也（教育研究院保健科学領域講師）
千秋（教育研究院保健科学領域教授）
郁夫（教育研究院保健科学領域講師）
惠（教育研究院保健科学領域講師）

マイコンを使ったものづくりの実習を行います。ハードウェアは、
ブレッドボードにマイコンやその他の部品を取り付け、ジャンパ線
で配線して製作します。実習内容は、LEDの点滅、明るさや温度
小山 智史(教育研究院教育・芸術領域教授)
の数字表示、電子オルゴール、希望に応じてモータの制御など。
Windowsパソコンを持参のこと。

青森県弘前市
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12時間

平成30年7月21日～
平成30年7月22日

教諭

全教員

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年7月28日

教諭

小学校教諭・中
学校（技術科担
当教諭）・高校工
業科教諭

6,000円

8人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505494号

0172-39-3315

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

青森県弘前市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小（生活科）・中
学校（技術科）教
諭、特支教諭

6,000円

12人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505495号

0172-39-3315

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

弘前大学

工学分野において進展する医用システム開発の取組について、
オムニバスで解説します。弘前大学における医工連携研究開発
の状況、光を使ったバイオ医療応用や超音波による骨密度計
【選択】医用機器開発と理数系教
測、連続流血液ポンプの数値設計、医療現場での仮想現実(VR)
育
技術の応用などの取組の概要を高校までの学習と関連付けて紹
介するとともに、高校生の進路計画や学習意欲向上の指導に資
する話題として提供します。

矢野 哲也（教育研究院安全システム工学領域
准教授）
齊藤 玄敏（教育研究院安全システム工学領域
准教授）
青森県弘前市
稲田 シュンコ アルバーノ（教育研究院安全シ
ステム工学領域助教）
陳 暁帥（教育研究院安全システム工学領域助
教）

6時間 平成30年8月3日

教諭

工業高校教諭、
理数系教科担当
中学校・高校教
諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505496号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】マイコンで学ぶ計測と制
御

マイコン(Arduino）を使用してデータの入出力の実験を行います。
いろいろなセンサ（光、音、温度、放射線など）からの信号を処
理・表示できます。単純な直流モータからサーボモータまでの制
御もできます。これら（計測と制御）を組みあわせればメカトロニク
スシステムが作れます。実際の移動ロボットシステム等について
最近の研究成果を紹介します。

竹囲 年延（教育研究院安全システム工学領域
助教）
青森県弘前市
長井 力（教育研究院安全システム工学領域助
教）

6時間 平成30年8月4日

教諭

工業高校教諭お
よび中学校、高等
学校の理科及び
技術の教諭

6,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505497号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】実験とシミュレーションで
見る身の回りの流れの不思議

私たちの生活と密接に関わっている水や空気の流れを実験とコ
ンピューターシミュレーションによって可視化し、現象を理解するこ
とに重点を置きます。対象とする現象は、カーブボール、乗り物の
抵抗、風や雨の音、炭酸飲料水の泡など、流体力学を学んでい
ない小・中・高校生にも興味深い内容になっています。身の回り
の流体力学を学ぶことにより、理数系科目の教育において発展
的話題を提供することにつながり、学生の学習意欲の向上に役
立ちます。

城田 農（教育研究院安全システム工学領域准
教授）
青森県弘前市
矢野 哲也（教育研究院安全システム工学領域
准教授）

6時間 平成30年8月6日

教諭

理数系教科担当
小学校・中学校・
高校教諭，工業
高校教諭

6,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505498号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】人と関わるメカトロニクス
技術

計測制御技術は、産業界の他、医療分野でも実用化されていま
すが、そこには数学物理を基礎とした機械工学や電子情報工学
のほか、人間の特性を扱う解剖学や心理学など、多様な分野の
佐川 貢一（教育研究院安全システム工学領域
知識が必要とされます。本講習では、それらの知識を融合して開
青森県弘前市
教授）
発された救急車用アクティブベッド、投球時の関節負荷を予測す
る投球ロボット、日常生活の運動量を正確に測定するカロリーカ
ウンタの３つのテーマについて、研究内容を解説します。

6時間 平成30年8月20日

教諭

中学校・高等学
校数学・理科・技
術家庭教諭，工
業高校教諭

6,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505499号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】レーザーを使った光学の
基礎と応用

「光」は、産業はもちろんのこと、医療や農業など様々な分野にお
いて利用されています。よって、本講習では、光や、光を操る光学
部品の基礎について解説し、レーザーを使った実験を体験するこ
花田 修賢（教育研究院安全システム工学領域
とで、弘前大学で行われている光学関連の取組の概要を、高校
青森県弘前市
准教授）
までの学習と関連付けて紹介するとともに、高校生の進路計画や
学習意欲向上の指導に資する話題として提供し、生徒の理数分
野への進学促進に役立てます。

6時間 平成30年8月21日

教諭

工業高校教諭、
理数系教科担当
中学校・高校教
諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505500号

0172-39-3315

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

弘前大学

本講習では、プログラミングに関する学習経験の無い教員および
学習経験の少ない教員を対象として、プログラミングとはどのよう
【選択】小中学校教員のためのプ
櫻田 安志（教育研究院教育・芸術領域准教
な行為か、プログラムによってどのようなことができるのかといっ
ログラミング入門
授）
たプログラミングの基礎について、教育用のプログラミング言語を
用いて体験的に学習する。

6時間 平成30年12月15日

教諭

小学校・中学校
（技術科）教諭，
特支教諭

6,000円

10人

平成30年9月25日～
平成30年10月19日

平30-10008505501号

0172-39-3315

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

弘前大学

日景 弥生（教育研究院教育・芸術領域教授）
小・中・高等学校における家庭科学習の現状を踏まえ、家庭生活 北原 啓司（教育研究院戦略的融合領域教授）
【選択】家庭生活の変容と授業づ の変容について把握する。また家庭科学習における各学習領域 安川 あけみ（教育研究院教育・芸術領域教
青森県弘前市
くり
の基礎・基本を押さえると共に、発展的な内容も取り扱い、授業 授）
作りに結びつけることを目指す。
李 秀眞（教育研究院社会科学領域准教授）
小野 恭子（教育研究院教育・芸術領域講師）

教諭

小学校教諭，中･
高等学校教諭 12,000円
（家庭科）

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505502号

0172-39-3315

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

弘前大学

生徒が犯しやすい誤りには、意味上・形式上の誤り、連語の間違
いや日英発想の違いによる誤りなど多様である。このような誤用
【選択】英文誤用分析と英作文演 をもとに、正しい英文法の知識の整理をするとともに、正しい英文 奥野 浩子（教育研究院人文科学領域教授）
習
法の知識を用いて英作文演習に取り組んで、受講者同士でコメ 木村 宣美（教育研究院人文科学領域教授）
ントしながら、英文法の知識の定着と英語学的思考の獲得を目
指す。

弘前大学

【選択】授業に生かす英語教育学

講習の概要

担当講師

講習の開催地

弘前大学

ものづくりを伴う学習やプログラミング学習などにおける問題解決
的な学習指導の考え方と方法について、プログラムによる計測制
御学習の実践事例をもとに講義・演習を行う。具体的には問題解
決的な学習の理論と技術的問題解決を促すための生徒へのアプ
上之園 哲也（教育研究院教育・芸術領域准教
【選択】技術教育における問題解
青森県弘前市
ローチや題材設定の在り方、また、技術教育におけるアクティブ・
授）
決的な学習
ラーニングの捉え方についての講義を基礎に、実践事例の検討
と課題実習を行う。また、基礎理論と課題実習の体験を踏まえ、
受講者自身の実践を振り返り、講習の成果と課題をまとめ、発表
する。

弘前大学

津軽地方では藍染めが古くから行われてきたが、産業として行わ
れてきた藍染めをそのまま学校教育の現場で実践することは難
しい。そこで学校教育現場で活用が可能な、藍の生葉染と乾燥
勝川 健三（教育研究院教育・芸術領域准教
【選択】藍の生葉染と乾燥葉染め 葉染、さらに紅花との重ね染め（二藍（ふたあい））を紹介し、実習
授）
する。またアイの栽培方法について紹介する。実習で染色した繊
維（ハンカチーフ）・アイの種子と苗をお持ち帰りいただく。作業
着・ビニル手袋・苗の持ち帰り袋を持参。

様々な指導法や学習活動が提案され続ける英語授業について、
①歴史的な流れを振り返る。②それぞれのねらいと長所や短所
を考察する。③演習として実際に授業を組み立ててみる。以上の
佐藤 剛（教育研究院教育・芸術領域講師）
3つのことを通して考察します。
また、技能統合やアクティブラーニングについて、参加者全体で
のディスカッションを通して理解を深めます。

青森県弘前市

12時間

平成30年7月21日～
平成30年7月22日

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

青森県弘前市

6時間 平成30年7月28日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505503号

0172-39-3315

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

青森県弘前市

6時間 平成30年8月18日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505504号

0172-39-3315

http://www.hirosakiu.ac.jp/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料

対象職種

主な受講対象者

6時間 平成30年12月15日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

6時間 平成30年7月30日

教諭
養護教諭

養護教諭、養護
教諭免許状をお
持ちの教諭

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

弘前大学

【選択】英語構文の構造と解釈の 言語を科学的に分析する生成文法研究の理論的知見をもとに、
近藤 亮一（教育研究院教育・芸術領域講師）
理解
英語構文の構造や解釈についての理解を深める。

弘前大学

学校全体で児童生徒らの様々な健康・安全上の問題を解決する
ため、専門職としての養護教諭に求められる以下のようなテーマ
【選択】養護教諭実践の再確認と を取りあげる。
１．学習指導要領の改訂とこれからの教育内容について考える。
これから（１）
２．現代的健康課題を抱える子供たちへの支援事例を通して、養
護教諭の健康相談における新しい視座を学ぶ。

弘前大学

学校全体で子ども達の様々な健康・安全上の問題を解決するた
めに、専門職としての養護教諭に求められる以下のようなテーマ
を取り上げます。
１．子どものからだをみる－フィジカルアセスメントの実際－：（1）
【選択】養護教諭実践の再確認と 養護教諭が身に付けたいフィジカルアセスメント（概論）、（2）身体 葛西 敦子（教育研究院教育・芸術領域教授）
の不調を訴える子どものフィジカルアセスメント（事例検討）、（3） 太田 誠耕（教育研究院教育・芸術領域教授）
これから（２）
総括
２．（1）衛生管理者になる可能性のある養護教諭が、労働安全衛
生法による教職員の健康管理を考える。
（2）保健指導に使える簡単な実験を経験してみる。

青森県弘前市

6時間 平成30年7月31日

養護教諭、高等
学校教諭（看
教諭
護）、養護教諭免
養護教諭
許状をお持ちの
教諭

6,000円

24人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505507号

0172-39-3315

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

弘前大学

学校全体で子ども達や教職員の様々な健康・安全上の問題を解
決するために、専門職としての養護教諭に求められる以下のよう
なテーマを取り上げる。
○様々な健康課題の基本となる近年の子どもの発育が環境から
小玉 正志（教育研究院教育・芸術領域教授）
【選択】養護教諭実践の再確認と
どのように影響をうけているのか考える。
これから（３）
田中 完（教育研究院臨床医学領域教授）
○最近の子どもの性の実態を講述し、今後の性教育のあり方を
考える。
〇疾患を有する児童生徒の管理
と支援：学校で気をつけて欲しい児童生徒の病気

青森県弘前市

6時間 平成30年8月1日

養護教諭、高等
学校教諭（看
教諭
護）、養護教諭免
養護教諭
許状をお持ちの
教諭

6,000円

24人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505508号

0172-39-3315

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

天海 丈久（教育研究院教育・芸術領域准教
授）
増田 貴人（教育研究院教育・芸術領域准教
授）
奈良岡 恵美子（弘前大学附属特別支援学校
教諭、教育学部非常勤講師）
相馬 力（弘前大学附属特別支援学校教諭、教
育学部非常勤講師）
青森県弘前市
岡田 一也（弘前大学附属特別支援学校小学
部主事、教育学部非常勤講師）
森 修子（弘前大学附属特別支援学校高等部
主事、教育学部非常勤講師）
栩内 伸子（弘前大学附属特別支援学校教諭、
教育学部非常勤講師）
中嶋 実樹（弘前大学附属特別支援学校教諭、
教育学部非常勤講師）

6時間 平成30年8月3日

教諭
特別支援学校の
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505509号

0172-39-3315

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

青森県弘前市

新谷 ますみ（教育研究院教育・芸術領域准教
授）
青森県弘前市
原 郁水（教育研究院教育・芸術領域講師）
小林 央美（教育研究院教育・芸術領域教授）

30人

平成30年9月25日～
平成30年10月19日

平30-10008505505号

0172-39-3315

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

6,000円

24人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505506号

0172-39-3315

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

弘前大学

本時では、特別支援学校における実践・教諭の授業力向上を企
図している。具体的には、主として弘前大学教育学部附属特別支
【選択】特別支援学校等における
援学校で取り組んでいる研究及び事業（スポーツ推進、キャリア・
指導の実際
就労支援、文化・造形芸術活動）等を取り上げながら、現在特別
支援学校に求められている実践的課題について考察する。

弘前大学

「合理的配慮」は、「必要な支援」と何が異なり、なぜ提供される
べきものなのでしょうか。
本講義は、「インクルーシブ教育システム」や「合理的配慮」につ
いて、障害者権利条約の条文（一部、英文を含む）を逐次参照・
【選択】インクルーシブ教育システ
解説し、受講生自らの言葉でそれらを説明できるようになることを
ムと合理的配慮～その基礎的な
中山 忠政（教育研究院社会科学領域講師）
目指すものです。
理解のために～
本講義は、先生方の教育実践に「今すぐ」「直接」反映できる内容
ではありませんが、今後変化が予想される教育実践の現場にお
いて、教員として考えていくべき視点や視座が提供できるようにと
考えています。

青森県弘前市

6時間 平成30年8月20日

教諭
教諭（校種を問わ
養護教諭 ず）・養護教諭

6,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505510号

0172-39-3315

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

弘前大学

特別支援学校における重複障害の子供の教育課程のうち、「特
別支援学校（知的障害）教科代替の教育課程」と「自立活動を主
とした教育課程」について、新しい特別支援学校小学部・中学部
【選択】特別支援学校における重
天海 丈久（教育研究院教育・芸術領域准教
学習指導要領等を参照・解説しながら、児童生徒の障害の状況
複障害の子供の教育課程
授）
や発達の段階に即した教育課程編成の在り方を考察します。ま
たその際、教育課程編成の要となる自立活動の教育課程上の位
置づけについても言及します。

青森県弘前市

6時間 平成30年8月21日

教諭
特別支援学校の
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505511号

0172-39-3315

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

弘前大学

本時においては、特別な支援を要する幼児の保育についての諸
議論を紹介する。なかでも、“気になる”子どもをめぐる保育、支援
者の資質や“燃え尽き”、障害者スポーツの観点から、今後の保
【選択】特別な支援を要する幼児
育支援につながる示唆を得ようとする。保育・幼児期の教育を
の保育
テーマにする関係上、主な受講対象者は幼保連携型認定こども
園保育教諭や幼稚園教諭（特別支援学校幼稚部を含む）等、保
育・幼児期の教育に直接関係する者を念頭におく。

青森県弘前市

6時間 平成30年8月25日

教諭

主に保育教諭，
幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505512号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】特別活動（小学校編）

青森県弘前市

6時間 平成30年7月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505513号

0172-39-3315

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

増田 貴人（教育研究院教育・芸術領域准教
授）
松浦 淳（青森中央短期大学講師）
時本 英知（青森中央短期大学准教授）

人のつながりの中で、問題行動を解決し、自ら学びに向かう児童
生徒を育てるには、特別活動の再確認が強く求められている。個
に焦点が集まりすぎた現状を見直し、スキルやメソッドに頼り過ぎ
山科 實（教育学部特任助教）
ない集団作りを、実践的な演習を入れて考察を深める。学力向上
を後押しし、いじめや不登校の起きにくい学級、授業集団、学年・
学校集団を育てる四本の柱を軸に展開する。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

弘前大学

【選択】特別活動（小学校編）

人のつながりの中で、問題行動を解決し、自ら学びに向かう児童
生徒を育てるには、特別活動の再確認が強く求められている。個
に焦点が集まりすぎた現状を見直し、スキルやメソッドに頼り過ぎ
山科 實（教育学部特任助教）
ない集団作りを、実践的な演習を入れて考察を深める。学力向上
を後押しし、いじめや不登校の起きにくい学級、授業集団、学年・
学校集団を育てる四本の柱を軸に展開する。

青森県弘前市

6時間 平成31年1月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成30年9月25日～
平成30年10月19日

平30-10008505514号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】特別活動（中学校・高等
学校編）

人のつながりの中で、問題行動を解決し、自ら学びに向かう児童
生徒を育てるには、特別活動の再確認が強く求められている。個
に焦点が集まりすぎた現状を見直し、スキルやメソッドに頼り過ぎ
山科 實（教育学部特任助教）
ない集団作りを、実践的な演習を入れて考察を深める。学力向上
を後押しし、いじめや不登校の起きにくい学級、授業集団、学年・
学校集団を育てる四本の柱を軸に展開する。

青森県弘前市

6時間 平成30年7月30日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505515号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】特別活動（中学校・高等
学校編）

人のつながりの中で、問題行動を解決し、自ら学びに向かう児童
生徒を育てるには、特別活動の再確認が強く求められている。個
に焦点が集まりすぎた現状を見直し、スキルやメソッドに頼り過ぎ
山科 實（教育学部特任助教）
ない集団作りを、実践的な演習を入れて考察を深める。学力向上
を後押しし、いじめや不登校の起きにくい学級、授業集団、学年・
学校集団を育てる四本の柱を軸に展開する。

青森県弘前市

6時間 平成31年1月10日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

50人

平成30年9月25日～
平成30年10月19日

平30-10008505516号

0172-39-3315

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

弘前大学

本時においては、乳幼児保育の現状と課題についての諸議論を
紹介する。なかでも、“気になる”子どもをめぐる保育や、幼小連
携・接続をはじめとする保育の歴史・制度的課題、乳幼児の社会
性の発達について主に扱い、今後の保育・幼児期の教育の展望
【選択】乳幼児保育の現在と課題
を考察する。保育・幼児期の教育をテーマにする関係上、主な受
講対象者は幼保連携型認定こども園保育教諭や幼稚園教諭（特
別支援学校幼稚部を含む）等、保育・幼児期の教育に直接関係
する者を念頭におく。

青森県弘前市

6時間 平成30年8月21日

教諭

主に保育教諭，
幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505517号

0172-39-3315

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

弘前大学

【選択】子どもの食育と健康

子どもたちの生活リズムは乱れており、心身の健康と発達にも影
響を与え、体力や学力も低下傾向にある。食は家族間のコミュニ
ケーションをつくる場であり、心の葛藤や不安を癒してくる場であ
る。おいしくて楽しい食事は食べる人に満足感と充実感をもたら
し、人間関係を和やかにすることができる。

加藤
今村
前田
花田
吉田

秀夫（東北女子大学家政学部教授）
麻里子（東北女子大学家政学部准教授）
青森県弘前市
朝美（東北女子大学家政学部講師）
裕（東北女子大学家政学部講師）
裕美子（東北女子大学家政学部講師）

6時間 平成30年7月25日

教諭
養護教諭
栄養教諭

栄養教諭、養護
教諭、小・中・高
等学校教諭、学
校栄養職員等

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505518号

0172-39-3315

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

弘前大学

生活リズムの乱れと朝食欠食が多い世代である。朝食は体内時
計の維持に重要で、規則正しい食習慣は効率よく仕事をするた
【選択】青年と壮年の食育と健康 めに大切である。また、生活習慣のリスク低減にもプラス効果が
ある。青森県の短命には減塩中心でなくまるごとの栄養学で見直
す必要がある。

西田
松本
妹尾
出口

由香（東北女子大学家政学部教授）
範子（東北女子大学家政学部教授）
良子（東北女子大学家政学部准教授）
佳奈絵（東北女子大学家政学部助教）

青森県弘前市

6時間 平成30年7月26日

教諭
養護教諭
栄養教諭

栄養教諭、養護
教諭、小・中・高
等学校教諭、学
校栄養職員等

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008505519号

0172-39-3315

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

岩手県滝沢市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小・中、高等学校
教諭(算数・数学)
向け

6,000円

30人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505132号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手県滝沢市

6時間 平成30年8月2日

栄養教諭

栄養教諭向け

6,000円

40人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505133号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

増田 貴人（教育研究院教育・芸術領域准教
授）
武内 裕明（教育研究院教育・芸術領域准教
授）
野嵜 茉莉（教育研究院教育・芸術領域講師）

ユークリッド互除法と呼ばれるアルゴリズムについて解説します。
これは素因数分解を用いずに最大公約数を計算する方法で、と
ても大きな数に対して威力を発揮します。さらにその応用としてい
冨江 雅也（盛岡大学文学部准教授）
くつかの古典的事実について触れます。また時間が許せば初等
整数論の入門としてフェルマーの小定理についても触れたいと思
います。

岩手大学

【選択】算数

岩手大学

1.学童期後半は身長・体重の増加が著しい第二次発育急進期を
迎えます。健康の保持増進を図る上で、学童期の特性（成長・発
育、栄養・食事）、栄養アセスメント、栄養ケアのポイントについて
【選択】学童期の食育及び栄養マ 解説します。
笹田 陽子（盛岡大学栄養科学部教授）
ネジメントについて
2.学童期における食育は、児童生徒の成長発達や活動の源にな 川越 有見子（盛岡大学栄養科学部教授）
るものであり、適切な食に対する理解と実践する力を育成するこ
とが重要です。児童生徒への具体的取り組みについて主に小学
校における食育実践を中心に学びます。

岩手大学

【選択】多文化教育論

本講習では、国際教養と異文化理解を高める教材として、米国に
おける多文化教育を取り上げる。米国社会において多文化教育
とは、どのような背景から生まれ、どのような歴史的発展をしてき
小川 修平（盛岡大学文学部准教授）
たのかを明らかにする。また、異民族・多人種を対象とする米国
での多文化教育実践事例を取り上げ、多文化教育の可能性とそ
の限界について問題提起を行う。

岩手県滝沢市

6時間 平成30年8月3日

教諭

中学校、高等学
校教諭

6,000円

20人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505134号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

実践は子ども理解から始まる。しかし、理解するということはあく
まで仮説に過ぎず「その人が勝手に思っていること」なのです。
100％理解する事は不可能であっても、接近は可能であり、そこ
【選択】子どものあそびをどう見る
に教師の専門性があると言えるでしょう。本講習では新幼稚園教 石川 悟司（盛岡大学文学部准教授）
か
育要領で示されている「見方・考え方」を教師の立場に置き換え
ながら、様々な事例研究を通して、より教師自身の見方、考え方
の幅の広がりが持てるような内容とします。

岩手県滝沢市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505135号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

実際に身近な自然や生き物に触れることの大切さ、自然体験を
【選択】自然の環境に触れて育て
岩崎 基次（盛岡大学短期大学部准教授）
通して学ぶことの理解を深める。また幼児の自然体験の事例を
たいこととその指導計画と保育環
澤口 たまみ（盛岡大学短期大学部非常勤講
通して、経験の積み重ねを考えた指導計画と保育環境の構成に
境
師）
ついて理解を深める。

岩手県滝沢市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505136号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

山口 美栄子（教育学部附属特別支援学校教
諭、教育学部非常勤講師）
中村 くみ子（教育学部附属特別支援学校教
諭、教育学部非常勤講師）
岩崎 正紀（教育学部附属特別支援学校教諭、
岩手県盛岡市
教育学部非常勤講師）
杉本 まゆき（教育学部附属特別支援学校教
諭、教育学部非常勤講師）
佐藤 信（教育学部附属特別支援学校教諭、教
育学部非常勤講師）

岩手大学

本講習では、特別支援教育の要点、本校教育の基本的考え方、
児童生徒一人一人が“今”主体的に活動できる授業づくり（構想
【選択】特別支援教育の指導の実
及び視点）、本校小、中、高等部の教育課程及び授業実践（領
際
域・教科を合わせた指導）、できる状況づくり等、知的障害を対象
とする教育の実際について学びます。

岩手大学

本講習では、全校種対象に体育授業の基礎・基本を理論と実技
から学びます。体育の授業づくりに不安を持っている人でも授業
【選択】体育・保健体育の授業づ が無理なくおこなえるように、授業のマネジメントのコツや教材づ
清水 将（教育学部准教授）
くり、新学習指導要領へ向けた観点別評価等について実習を交
くりの基礎・基本
えながら議論し、理解を深めていきます。保育や特別支援等にも
参加者の要望に応じて対応する内容とします。

岩手大学

新学習指導要領の趣旨を生かした授業はどうあれば良いかを解
説する。ビデオにより授業を振り返ったり、学習指導要領の趣旨
【選択】新学習指導要領の趣旨を
を生かした教材の解釈・工夫、指導法や指導技術の工夫の仕方
生かした教科指導の在り方
を解説したりすると共に背景になる専門知識についても理解を深
めさせる。

岩手大学

【選択】学校で不適応を示す児童
生徒の理解と支援、心の健康問
題に対する認知行動的アプロー
チ

岩手大学

講習の期間

6時間 平成30年8月4日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

受講料

教諭

小・中・高校教
諭、特別支援学
校教諭

6,000円

40人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505137号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

6,000円

30人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505138号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

6,000円

30人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505139号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

6,000円

30人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505140号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

6,000円

100人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505141号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭、栄
栄養教諭
養教諭

受講人数

受講者募集期間

対象職種

岩手県盛岡市

6時間 平成30年8月5日

谷藤 光明（教育学部附属小学校教諭、教育学
部非常勤講師）
菊池 香ゆり（教育学部附属小学校教諭、教育
学部非常勤講師）
岩手県盛岡市
橋場 美和（教育学部附属小学校教諭、教育学
部非常勤講師）
伊藤 雅子（教育学部附属小学校教諭、教育学
部非常勤講師）

6時間 平成30年8月5日

大久保 牧子（岩手県立大学看護学部講師）

岩手県滝沢市

6時間 平成30年8月6日

「気になる」子どもについて、発達障害や愛着障害の視点から理
【選択】子どもの発達支援につい 解を深める。「障がい」とは言えない養育の仕方の問題として現 嶋野 重行（盛岡大学短期大学部教授）
れた乳幼児期の問題行動の理解と指導法について理解を深め 石川 正子（盛岡大学短期大学部准教授）
て
る。

岩手県滝沢市

6時間 平成30年8月6日

岩手大学

本講習では、集団宿泊体験や自然体験活動を実施するにあた
り、教員が指導・引率すると想定し、実際に考えられる危険とその 澤村 省逸（教育学部教授）
【選択】安全面に配慮した自然体
予防や対策について学びます。また、野外炊事やショコラオリエ 工藤 祐幸（国立岩手山青少年交流の家企画
験活動の実際
ンテーリングを体験しながら、考えられるリスクと回避するための 指導専門職、教育学部非常勤講師）
配慮事項について演習的に考えます。

岩手県滝沢市

6時間 平成30年8月6日

教諭
幼・小学校教諭・
養護教諭
養護教諭

6,000円

30人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505142号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

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

岩手県盛岡市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護
教諭

6,000円

200人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505143号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

本講習では、子どもたちが各学校段階の移行期に直面する教育
的な課題を概説し、学校間接続の理論と方法を学びます。学校
間接続の問題は制度的な問題として議論されていますが、本講
【選択】移行期の教育課題と学校 習では教育観やカリキュラム、教育方法の視点から考察すること 畠山 大（岩手県立大学高等教育推進センター
岩手県盛岡市
間接続
で、日々の教育実践の見直しに資する検討を行います。適宜演 講師）
習も取り入れて受講者の経験を共有できる時間を設け、学校種
や免許種を超えて学校間接続の問題を考えられる機会にしま
す。

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教
諭・養護教諭

6,000円

100人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505144号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

次期学習指導要領の趣旨を生かした学習指導の在り方につい
て、授業実践例を通して研修します。具体的には、本校公開授業
【選択】中学校学習指導要領の趣
のビデオ等をもとに各教科等の本質に迫る指導と評価の工夫等
旨を生かした授業づくり
について、講義、グループ討議などを行います。また喫緊の教育
課題について、講義及び演習を行います。

照井 正孝（教育学部附属中学校副校長、教育
学部非常講師）
芳門 淳一（教育学部附属中学校教諭、教育学
部非常講師）
岩手県盛岡市
佐々木 亘（教育学部附属中学校教諭、教育学
部非常講師）
七木田 俊（教育学部附属中学校教諭、教育学
部非常講師）

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505145号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

子どもの造形活動を理解する上で必要なアート・リテラシー（見
る・感じる・表現するといった具体的表現プロセス）の実践を、
【選択】幼児教育者のための子ど 「線」、「色」、「形」をテーマに行いながら表現の本質を考える。ま 長谷川 誠（盛岡大学短期大学部教授）
もの表現と幼児教育の基本
た、新幼稚園教育要領の実施に伴い、幼児教育の基本を再確認 岸 千夏（盛岡大学短期大学部助教）
するとともに、自らの保育観をあらためて捉えることで、幼児教育
者としてのスキルアップを図る。

岩手県滝沢市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505146号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

子どもの運動能力、体力について現状から理解を深める。子ども
自らが進んで身体を動かしたくなるような環境づくり、子どもの好
【選択】幼児教育者のための子ど
きな運動あそびに欠けがちな基礎的な動きづくりをリズムや用具 塩谷 彩花（盛岡大学短期大学部助教）
もの運動活動
を活用して段階的に学び、さらに指導者自身の健康づくりを考え
つつ、子どもの体力づくりの責任と自覚を演習形式で深める。

岩手県滝沢市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505147号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

【選択】音楽を楽しく学ぶ

岩手県一関市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505148号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

・ケース検討を通して，学校で不適応を示す児童生徒の理解と
チーム支援の在り方を学びあう。
・児童生徒の呈する多様な心の問題に対して、認知面や行動面
からの対応方法について学び合う。

年齢別「拍」と「音感」教育。障害者のために開発されたタッチベ
ル、カホン、ヤイリギターなどを使ったピアノ初心者プログラム。音 鈴木 美樹子（修紅短期大学幼児教育学科教
楽とリズムの楽しい身体表現。スリーコードでの弾き歌い伴奏
授）
法。
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教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

教諭
幼・小学校教諭、
養護教諭
養護教諭

教諭

幼稚園教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

岩手大学

【選択】体験プログラムによる人
間関係作り

本講習では、学校教育における保健室登校や適応指導の問題
は、子供たちのコミュニケーション能力が不足していることも要因
の一つと考えられる。本講習では、「班」「学級」等のグループを
活かした人間関係作りの在り方について、出会いの演習から信
頼関係をつくりあげる演習まで、段階的・体験的に進めていきま
す。

岩手大学

【選択】教材研究の在り方

教材研究を、「教育（教科）の目的（目標）と教材の編成・構造化」
「子どもの発達段階（認識過程）と教材の編成・開発・工夫」「授業
中村 宗宏（教員養成支援センター准教授）
のなかでの教材提示の工夫」「教材・教具づくり（実習）」などの視
点から見直し、授業実践力向上に役立つようにする。

岩手県盛岡市

6時間 平成30年8月8日

岩手大学

【選択】幼児のための造形表現

講義及び実技・制作を行ないます。幼児のための造形表現の意
義や役割について理解を深め、造形表現で使用する素材や道具
佐藤 惠一（修紅短期大学幼児教育学科教授） 岩手県一関市
についての理解も深めます。又、日常の実践上の課題について
も情報交換を行ないます。

岩手大学

【選択】郷土の文学と”旅行の近
代〟

本講習では、岩手の郷土作家の作品を〝旅行〟という視点から
読み直し、作家や作品がどのように土地や風景を描いているの
かを考えてみたいと思います。観光学による知見や、近代的なテ
塩谷 昌弘（盛岡大学文学部准教授）
クノロジーがもたらした知覚の変容論などの研究を参照しなが
ら、郷土の文学を考えるための新たな視点を提示したいと思いま
す。

岩手大学

1.数種の打楽器とピアノを使用し、子どもの歌の合奏曲への編曲
を行い、合奏を行う。
劒持 清之（盛岡大学短期大学部教授）
【選択】幼児教育者のための音楽 2.代表的な音楽表現法を踏まえて、幼児教育における音楽遊び
菊池 由美子（盛岡大学短期大学部教授）
や音楽表現を中心に演習を交えながら実践する。
表現
吉村 哲（盛岡大学短期大学部准教授）
3.童謡を重唱しながら、発声に関する知識と歌唱技術を身につけ
る。

田中 吉兵衛（教員養成支援センター非常勤講
師）
岩手県滝沢市
上村 佳邦（国立岩手山青少年交流の家企画
指導専門職、教育学部非常勤講師）

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭
幼・小学校教諭・
養護教諭
養護教諭

6,000円

30人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505149号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

6,000円

220人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505150号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

24人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505151号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手県滝沢市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中学校、高等学
校 教諭

6,000円

20人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505152号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手県滝沢市

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

30人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505153号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

食品の加工例に関する近年の動きを知り、加工食品および伝統
【選択】食品に関する最近の話題 食品を題材とした食に関する指導の展開の例にふれ、食に関す 髙橋 秀子（修紅短期大学食物栄養学科教授） 岩手県一関市
る指導の知見を深める。

6時間 平成30年8月9日

栄養教諭

栄養教諭

6,000円

40人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505154号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

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

岩手県盛岡市

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼・小・中・高校
教諭

6,000円

200人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505155号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

【選択】特別支援教育指導法

インクルーシブ教育システムの構築に向けた今日的動向に関わ
る論点を踏まえ、特別支援学校、特別支援学級、通常の学級そ
佐々木 全（大学院教育学研究科准教授）
れぞれの場における特別支援教育の実践と課題について、指
導・支援の具体的な方法に着眼し概説する。

岩手県盛岡市

6時間 平成30年8月10日

教諭

特別支援学校教
諭、幼・小・中・高
校教諭

6,000円

200人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505156号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

【選択】幼稚園教育活動の実際

千葉 紅子（教育学部附属幼稚園教諭、教育学
部非常勤講師）
渡邉 奈緒子（教育学部附属幼稚園教諭、教育
学部非常勤講師）
「遊びによる教育」の質を高めるための幼児の姿の捉え、環境の
髙橋 文子（教育学部附属幼稚園教諭、教育学
構成や援助についての理解を深める。保育実践ビデオの事例を
岩手県盛岡市
部非常勤講師）
もとにした講義やグループ討議を行う。
小野 章江（教育学部附属幼稚園教諭、教育学
部非常勤講師）
川村 真紀（教育学部附属幼稚園養護教諭、教
育学部非常勤講師）

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・養護
教諭

6,000円

50人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505157号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

【選択】時間栄養学を中心とした
食育の推進について

栄養、健康面の視座から、子どもたちの現状を分析する。その上
で、子どもの生活習慣を改善ならびに向上させる食育の推進方 小野 智子（修紅短期大学食物栄養学科准教
策として、時間栄養学を中心としたエビデンスに則った子どもの 授）
生活習慣と脳の関連について知見を得る講義とする。

岩手県一関市

6時間 平成30年8月10日

栄養教諭

栄養教諭

6,000円

40人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009505158号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

宮城教育大学

【選択】体育・スポーツ運動の分
析と指導

体育・スポーツ運動について、スポーツバイオメカニクス、コーチ
ング論およびスポーツ運動学の視点から、運動分析の基本と、児 池田 晃一（教育学部教授）
童・生徒の発達段階に応じた指導方法について解説する。体育・ 木下 英俊（教育学部教授）
保健体育の授業や運動部活動に役立つ内容としたい。

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月7日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校・
中等教育学校保
健体育教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011504861号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】英語科教育講習A－H30
英語コミュニケーション－

本講習は、まず、タスク中心の教授法・学習やアクティブラーニン
グの理論と最近の研究について理解を深めることを目標とする。
次いで、英語学習における効果的な方法（ディクトグロス、イン
フォメーション・ギャップなど）を紹介する。最後は実際にタスク中 リース エイドリアン（教育学部准教授）
心の教授法・学習やアクティブラーニングで使えるアクティビ
ティーを作成する。
※この講習は日本語で行われます。

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月7日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011504862号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】英語科教育講習Ｂ－H30
英語コミュニケーション－

本講習は、新学習指導要領に提示している三つのキーワード、
「主体的学び」 「対話的学び」 「深い学び」について共に考え、
英語の授業ではどんな指導の仕方がそれらに当てはまるかを体 根本 アリソン（教育学部特任准教授）
験的に学び、中学校の授業に取り入れられる活動を考えます。
※この講習は全て日本語で行われます。

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月8日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011504863号

022-214-3642

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

宮城教育大学

小・中・高教科書に頻出する漢詩・漢文教材を取り上げ、その眼
【選択】小・中・高教師のための漢
目を明らかにしながら、歴史的・文化的背景、指導上の工夫など 島森 哲男（特任教授）
詩・漢文再入門
について、具体的に考えていく。

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
国語教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011504864号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/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（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

宮城教育大学

【選択】日本語の表現と文体

同じことを表現するのにも、日本語には多様な表現方法がある。
本講習では、まず、小説や物語教材を読みながら、文章表現の
特色と味わいに触れた後、受講者各人の創作した散文詩の表現
遠藤 仁（教育学部教授）
と鑑賞を通じて声で表現することの意義を再確認したい。あわせ
て声と文字との表現性の違いを楽しみながら体感しつつ、声に
よって効果的に伝える方法を考えてみる。

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011504865号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】ピアノ演奏技術の向上

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

6,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011504866号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】英語科教育講習Ｃ－H30
教科の指導法－

本講習では、受講者が、中・高等学校の英語科の指導法につい
て、体験することを通して理解し、自らの実践に生かすことができ
るようになることである。扱う主なトピックは、学習者に目標項目
鈴木 渉（教育学部准教授）
を気づかせる工夫、フィードバックの与え方、タスクの作り方、ペ
ア・グループワークで気をつけること、４技能の効果的な指導、個
人差に応じた指導、評価等である。

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011504867号

022-214-3642

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

宮城教育大学

持続発展教育（ESD）の具体的内容や授業プログラムについて概
説する。持続発展教育は、基礎基本学力と総合的な学習を組み
合わせて生きる力(学習指導要領）の育成を図り、学校全体での
小金澤 孝昭（特任教授）
【選択】ESD入門－持続可能な開 取り組みや地域との連携をとることが主な内容である。今回は基
市瀬 智紀（教員キャリア研究機構教授）
礎・基本学力分野のうち、読解力を新たに取り上げ、新聞を活用
発のための教育－
溝田 浩二（教員キャリア研究機構准教授）
した読解力育成の方法も取り入れた。総合的な学習分野では、
多文化理解、食教育、環境教育を取り上げた。また、持続発展教
育の学校現場での実践事例も紹介する。

宮城県気仙沼
市

12時間

平成30年7月21日～
平成30年7月22日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

12,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011504868号

022-214-3642

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

宮城教育大学

持続発展教育（ESD）の具体的内容や授業プログラムについて概
説する。持続発展教育は、基礎基本学力と総合的な学習を組み
合わせて生きる力(学習指導要領）の育成を図り、学校全体での
小金澤 孝昭（特任教授）
【選択】ESD入門－持続可能な開 取り組みや地域との連携をとることが主な内容である。今回は基
市瀬 智紀（教員キャリア研究機構教授）
礎・基本学力分野のうち、読解力を新たに取り上げ、新聞を活用
発のための教育－
溝田 浩二（教員キャリア研究機構准教授）
した読解力育成の方法も取り入れた。総合的な学習分野では、
多文化理解、食教育、環境教育を取り上げた。また、持続発展教
育の学校現場での実践事例も紹介する。

宮城県仙台市

12時間

平成30年8月23日～
平成30年8月24日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

12,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504869号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】LEDを使ったものづくり

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

宮城教育大学

【選択】英語科教育講習Ｄ－H30
英米文学－

イギリス文学を代表し、かつ日本でも知られる作家や作品を対象
に、読解を通して作品の特質や背景を学ぶ。関連する映像作品、
英語学習教材（Graded Readers等）も取り上げ、作品の理解をよ
竹森 徹士（教育学部准教授）
り深めるとともに、作品を英語教材として活用するためのポイント
についても併せて考えたい。19世紀の作家の作品を扱う予定で
ある。

宮城教育大学

繁殖や衛生管理など、動物園で動物を飼育するために用いられ
【選択】青葉山環境教育セミナー・
る手法の技術を知り、学校における生徒の発展的な学習を支援 齊藤 千映美（教員キャリア研究機構教授）
動物園で学ぶ動物の飼育と観察
するための知識と経験を得る。

宮城教育大学

【選択】絵本の特徴と活用法

絵本の定義・歴史等の基礎知識をおさえるとともに、実際に作品
にふれながら内容・表現技法について検討し、絵本というメディア
の特徴を探ります。また、絵本と紙芝居の違い、絵本と幼年童話 中地 文（教育学部教授）
の違いも確認したうえで、教育・保育の現場における絵本の活用
法を考えます。

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月31日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011504873号

022-214-3642

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

宮城教育大学

児童・生徒の読書活動の現状と課題を確認したうえで、改めて読
【選択】子ども読書活動推進の方 書の意義を問い直し、発達段階に応じた適切な読書活動支援の
遠藤 仁（教育学部教授）
策を探る－学校図書館活性化の ありようについて考える。また、学校図書館の今日的な意義につ
中地 文（教育学部教授）
ために－
いての理解を深めるとともに，図書館活用の推進に関する実践
力の向上を図る。

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504874号

022-214-3642

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

宮城教育大学

次期の中学校・高等学校学習指導要領における地理学習の特
【選択】中等社会科教育（地理分 徴について理解しながら、中学校社会科地理的分野および高等 吉田 剛（教育学部教授）
野）
学校地歴科地理の授業に必要な地理学に基づく内容を理解し、 佐々木 達（教育学部准教授）
授業で取り上げる地理教材について考える。

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月1日

教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科公民科
教諭

6,000円

25人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504875号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】うたをつくろう

曲作りに興味があるが、ほとんど経験がなく自信がないといった
方を対象とする。簡単な楽譜の読み書きには不自由しないこと、
吉川 和夫（教育学部教授）
楽器を多少なりとも扱えることが履修要件となる。実際に旋律づく
佐山 敦子（非常勤講師）
りをすることを通して、基本的な形式、和音進行、音楽理論等に
ついての理解を深める。

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

20人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504876号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】生徒指導の実際

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

宮城県栗原市

6時間 平成30年8月3日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭

6,000円

48人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504877号

022-214-3642

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

宮城教育大学

次期の中学校・高等学校学習指導要領における公民的分野や
【選択】中等社会科教育（公民分 公民科の特徴について理解しながら、中学校社会科公民的分野 吉田 剛（教育学部教授）
野）
および高等学校公民科の授業に必要な人文・社会諸科学に基づ 竹内 洋（教育学部教授）
く内容を理解し、授業で取り上げる公民教材について考える。

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科公民科
教諭

6,000円

25人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504878号

022-214-3642

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

藤代 正倫（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻特任教授）
久保 順也（教育学部准教授）
菊池 均（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻特任准教授）

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月22日

教諭

小学校教諭、中
学校技術・理科・
美術教諭

6,500円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011504870号

022-214-3642

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月22日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011504871号

022-214-3642

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月30日

教諭

中学校理科教
諭、高等学校生
物教諭

6,500円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011504872号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/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（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

宮城教育大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

どのような年齢・曲種にも通じる発声のメカニズムと理論を再確
認し、実践する。また、明確で正しい発音のために、発声器官の
【選択】声楽における発声と発音 使い方や、個々の母音・子音の発音方法を確認し、使い分けを実
應和 惠子（教育学部教授）
の基礎
践する。受講生は、余裕を持って歌える曲を選んで練習しておくこ
と。その曲を使って発声・発音の実践をし、最後に実技考査をす
る。
家庭科教育における保育領域の中でも、とくに乳幼児期の心身
の発育・発達に関する最新の知見について学習する。脳神経科
学や心理学、経済学などの最新の研究知見をもとに、現代にお
ける乳幼児に適切な発育と発達の在り方について基本的な考え 香曽我部 琢（教育学部准教授）
方を学習した上で、それらの知見を家庭科の授業へと援用する
演習を行い、最新の知見を授業実践に適応する力の習得を目指
す。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校音楽教諭

6,000円

12人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504879号

022-214-3642

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504880号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】家庭科の新しい知識（保
育）

宮城教育大学

ワンチャンスの校外学習を成功させ、教科学習と適切に関連付
けるためには、企画者に学習対象についての豊富な経験や高い
【選択】青葉山環境教育セミナー・ 意識があることが望ましい。この講座では、社会教育施設である
齊藤 千映美（教員キャリア研究機構教授）
動物園の資源を有効に活用し、校外学習を実り多いものにする
動物園学習の企画と実践
ために活用できる情報を提供する。実際に園内で観察のポイント
を学び、実践の事例について知識を得る。

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,500円

20人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504881号

022-214-3642

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

宮城教育大学

次期の中学校・高等学校学習指導要領における歴史学習の特
【選択】中等社会科教育（歴史分 徴について理解しながら、中学校社会科歴史的分野および高等 吉田 剛（教育学部教授）
学校地歴科歴史の授業に必要な歴史学に基づく内容を理解し、 堀田 幸義（教育学部准教授）
野）
授業で取り上げる歴史教材について考える。

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科公民科
教諭

6,000円

25人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504882号

022-214-3642

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

宮城教育大学

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学校理科教諭

6,100円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504883号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】オンチ克服指導法

歌唱活動において、自分自身を「オンチ」だと意識している児童・
生徒は少なくありません。本講座では、音程を正しく合わせること
ができない児童・生徒に対する具体的な歌唱指導方法と心理的 小畑 千尋（教育学部准教授）
な支援方法についての知識と技能を習得することを目的としま
す。

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学校音楽教諭

6,000円

24人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504884号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】保育の質を高める技法

保育の質を高めるためには、保育者１人の力では限界がありま
す。同僚との良好な関係性と、多面的な子ども理解を促す情報の
豊かな相互作用が基盤となって、より質の高い保育実践が実現
します。本講座では、同僚との互恵的な関係性を築く技法として 香曽我部 琢（教育学部准教授）
保育カンファレンスの方法論を学びます。ビデオや写真などのメ
ディアを用いた方法論を実際的に学ぶことで、実際の保育実践に
すぐに適応する力を修得します。

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504885号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】小学校理科の教材－物
理・化学編－

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭

6,100円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504886号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】学校教育と体験活動A

社会の発展とともに子どもを取り巻く環境は大きく変化した。特に
自然体験活動の経験が減少し、自然や人との関わりから得られ
る知恵や知識、能力が身に付かず、生きる力が十分に育ってい
ない子どもが多くなっている。そこで本講座は、学校教育におけ 田端 健人（教育学部教授）
る体験活動の意義を再確認するとともに、その活用について考え 狩野 浩二（国立花山青少年自然の家主任企
る。そのために、青少年教育施設で行われているプログラムを体 画指導専門職）
験し、基本的な考え方や技術、児童生徒への展開方法を身に付
ける。また、獲得したものを学校教育へどのように生かすかを考
える。

宮城県栗原市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,500円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504887号

022-214-3642

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

宮城教育大学

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

6,000円

20人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504888号

022-214-3642

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

宮城教育大学

宮城教育大学

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

福田
内山
西山
池山
猿渡
笠井
渡辺

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

【選択】食教育入門

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

鎌田 慶朗（特任教授）
岡 正明（教育学部教授）
小金澤 孝昭（特任教授）
氏家 幸子（仙台白百合女子大学人間学部講
師）
小野寺 勝徳（非常勤講師）

宮城県仙台市

12時間

平成30年8月9日～
平成30年8月10日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教諭、養護教
諭、栄養教諭

12,600円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504889号

022-214-3642

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

【選択】食教育入門

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

鎌田 慶朗（特任教授）
岡 正明（教育学部教授）
小金澤 孝昭（特任教授）
氏家 幸子（仙台白百合女子大学人間学部講
師）
小野寺 勝徳（非常勤講師）

宮城県仙台市

12時間

平成30年8月20日～
平成30年8月21日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教諭、養護教
諭、栄養教諭

12,600円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504890号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/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（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

宮城教育大学

美術教育の現場で多く実践されている「平面表現」の表現効果を
理論的かつ実践的に理解し、造形教育のための能力を高める。
【選択】平面表現による造形教育
平垣内 清（教育学部教授）
講義ではデッサンと様々なモダンテクニックを用いた表現方法を
紹介しながら、実際の制作を通し学んで行く。

宮城教育大学

【選択】情報特講ダイジェスト

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

宮城教育大学

【選択】発達と学びの連続性：幼
児教育・学校教育の視点から

子どもの発達や保育に関する教育学・心理学等における最新の
知見を学び、子どもの生活の変化を踏まえた保育・教育について
理解を深めていく。また、平成30年に改訂される幼稚園教育要領 佐藤 哲也（教育学部教授）
についても解説する。幼児期から児童期への学びの展開、道徳 越中 康治（教育学部准教授）
性の発達、教師の職能向上等について、実践事例や情報・意見
交換等を交えていく予定である。

宮城県仙台市

宮城教育大学

【選択】健康科学概論

現代人の健康問題を理解するための基本的な健康科学的理解
を深めることをねらいとする。主な内容としては、社会および環境
黒川 修行（教育学部准教授）
と健康との関係，肥満の基礎科学や近年得られている新たな知
見，感染症に関する疫学的な事項の基礎について扱う。

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月20日

宮城教育大学

国際理解教育、小学校英語教育、国際交流（姉妹校交流）、外国
籍児童生徒の教育、開発教育、ユネスコ・スクールと持続可能な
【選択】国際化・多文化化に対応
開発のための教育（ESD）の推進、グローバル人材の育成など、 市瀬 智紀（教員キャリア研究機構教授）
できる学校づくり
国際化・多文化化する時代にあって、学校現場が国際化の課題
にどう対応していったらよいのか考察する。

宮城県仙台市

宮城教育大学

【選択】国語と日本語－中国語・
漢文の読解を通じて－

宮城県仙台市

宮城教育大学

藤島 省太（教育学部教授）
長尾 博（教育学部教授）
佐藤 静（大学院教育学研究科高度教職実践
本講習では、特殊教育から特別支援教育へ転換されたことの意 専攻教授）
味を再確認し、学習指導要領の改訂を踏まえつつ、主に知的障 村上 由則（大学院教育学研究科高度教職実
【選択】障害児理解と教育的支援
害、肢体不自由、病弱領域を中心にした特別支援学校の果たす 践専攻教授）
A講座（発達障害・肢体不自由・
べき役割・機能、児童・生徒のニーズに的確に応えるための実態 関口 博久（大学院教育学研究科高度教職実
病弱中心）
把握と教育的支援等、教育現場の今日的課題解決に資する内 践専攻教授）
植木田 潤（教育学部准教授）
容を講義する。
三科 聡子（教育学部特任准教授）
寺本 淳志（教育学部講師）
野崎 義和（教員キャリア研究機構講師）

宮城県仙台市

18時間

宮城教育大学

特別支援教育への移行を踏まえ、視覚障害教育の今日的課題
にも触れながら視覚障害領域における教育的支援について、特
【選択】障害児理解と教育的支援
に教育の指導法と配慮の基本を押さえつつ発達、歩行、情報処
B講座（視覚障害中心）
理を中心に据えて視覚障害者の心理・生理・病理の内容をも深
める講義を行う。

藤島 省太（教育学部教授）
長尾 博（教育学部教授）
佐藤 静（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻教授）
植木田 潤（教育学部准教授）
永井 伸幸（教育学部准教授）
三科 聡子（教育学部特任准教授）

宮城県仙台市

宮城教育大学

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

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

宮城県仙台市

宮城教育大学

【選択】小学校社会科教育法

次期の小学校学習指導要領の特徴を踏まえ、小学校社会科に
必要な社会科教育学の基礎的な理論や授業開発論などに関す
吉田 剛（教育学部教授）
る講義を行う。また討論などの活動も取り入れ、授業実践上の課
題についても理解を深める。

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭

宮城教育大学

【選択】家庭科の新しい知識（編
織）

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月21日

教諭

宮城教育大学

【選択】声楽基礎

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月24日

宮城教育大学

【選択】生活科教育法

次期の小学校学習指導要領の特徴を踏まえ，生活科に必要な
基礎的な考え方や授業開発などに関する講義を行う。また討論
などの活動も取り入れ，授業実践上の課題についても理解を深
める。

宮城県仙台市

宮城教育大学

持続可能な社会と租税教育をテーマに、持続可能な社会を創造
する上で、持続不可能な課題の解決ならびに、その解決のため
【選択】持続可能な社会と租税教 の財源について学び、租税教育の内容を確認する。講習では、 市瀬 智紀（教員キャリア研究機構教授）
育
日本税理士会の協力を受け、実務者からのゲストティーチャーや 小金澤 孝昭（特任教授）
小中学校で租税教育を実践している学校教育現場の教員からも
ゲストティーチャーを招聘する。

宮城県仙台市

鵜川 義弘（教員キャリア研究機構教授）

教育・指導対象者である子どもたちの国際化・多様化によって子
どもたちの母語が多様化している課題に対応するために、教育・
指導に用いている日本語はどのようなことばなのか、中国語・漢 小田 美和子（教育学部准教授）
文の読解を通じて日本語の音声・語彙・文字などについて認識を
深める。

吉田 剛(教育学部教授)
齊藤 千映美（教員キャリア研究機構教授）
香曽我部 琢（教育学部准教授）

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,200円

15人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504891号

022-214-3642

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

10人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504892号

022-214-3642

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

教諭

幼稚園・認定こど
も園・小学校・特 18,000円
別支援学校教諭

80人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504893号

022-214-3642

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

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円

25人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504894号

022-214-3642

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

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504895号

022-214-3642

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

6時間 平成30年8月20日

教諭

全教諭

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504896号

022-214-3642

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

平成30年8月20日～
平成30年8月22日

特別支援教育に
教諭
関心のある教諭、 18,000円
養護教諭
養護教諭

100人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504897号

022-214-3642

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

18時間

平成30年8月20日～
平成30年8月22日

特別支援教育に
教諭
関心のある教諭、 18,000円
養護教諭
養護教諭

50人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504898号

022-214-3642

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

18時間

平成30年8月20日～
平成30年8月22日

特別支援教育に
教諭
関心のある教諭、 18,000円
養護教諭
養護教諭

50人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504899号

022-214-3642

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

6,000円

25人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504900号

022-214-3642

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

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭

6,500円

20人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504901号

022-214-3642

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

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

6,000円

12人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504902号

022-214-3642

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

6時間 平成30年8月25日

教諭

小学校教諭

6,000円

25人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504903号

022-214-3642

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

6時間 平成30年8月25日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
社会科教諭

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011504904号

022-214-3642

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

18時間
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平成30年8月17日～
平成30年8月19日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

宮城教育大学

持続可能な社会と租税教育をテーマに、持続可能な社会を創造
する上で、持続不可能な課題の解決ならびに、その解決のため
【選択】持続可能な社会と租税教 の財源について学び、租税教育の内容を確認する。講習では、 市瀬 智紀（教員キャリア研究機構教授）
育
日本税理士会の協力を受け、実務者からのゲストティーチャーや 小金澤 孝昭（特任教授）
小中学校で租税教育を実践している学校教育現場の教員からも
ゲストティーチャーを招聘する。

宮城教育大学

【選択】リフレッシュ数学（代数分
野（Ｂ））

宮城教育大学

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

宮城県仙台市

6時間 平成30年11月23日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
社会科教諭

6,000円

30人

平成30年8月1日～
平成30年8月31日

平30-10011504905号

022-214-3642

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

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月8日

教諭

中学校・高等学
校数学教諭

6,000円

25人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504906号

022-214-3642

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

【選択】塑造の基礎

中学校及び高校の美術の教科において、立体制作は、造形力を
身につける意味でも欠かせないジャンルである。本授業において
虎尾 裕（教育学部教授）
は、立体感を養う上で、塑造とは何かを、基礎的な実践を通して
学習していく。

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月8日

教諭

中学校・高等学
校美術教諭

6,500円

15人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504907号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】運動部活動の教育学

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504908号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】英語科教育講習Ｅ－H30
英語学－

名詞句、形容詞句、動詞句、前置詞句、主節と従属節、などの範
疇の主要部や内部構造や分布に係わる諸問題について統語論 髙橋 潔（教育学部教授）
的・意味論的・語用論的・談話文法的性質について講義する。

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月8日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504909号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】リフレッシュ数学（幾何分
野（Ｂ））

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月9日

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校数学教諭

6,000円

25人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504910号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】ダンス指導法

中学校、高等学校で実施するダンスの指導法について実技と討
論を交えながら考察する。体ほぐしから表現へ、表現から創作ダ
ンスへ、リズムダンスから創作ダンスへといった授業の流れの中 佐藤 節子（教育学部教授）
での展開の仕方を体験し、ディスカッションを通して受講者独自の
指導スタイルを模索し学びを深める。

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月9日

教諭

中学校・高等学
校保健体育教諭

6,000円

25人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504911号

022-214-3642

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

宮城教育大学

現在社会問題にもなっているスマートフォンやSNSを扱ううえで欠
かせない情報モラルを、テクノロジーという流行を踏まえつつ、今
【選択】情報モラル初心者講座－ 後に活きる不易について、実際にスマートフォン（こちらで用意し
安藤 明伸（教育学部准教授）
スマホやSNSの指導を中心に－ ます）に触れながら望ましいルールの作り方や保護者との対応、
ゲームがやめられない心理等、基礎を中心に分かりやすく説明し
ます。

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月9日

教諭

小学校教諭、中
学校技術教諭

6,000円

20人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504912号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】英語科教育講習Ｆ－H30
英米文学－

イギリス文学を代表し、かつ日本でも知られる作家や作品を対象
に、読解を通して作品の特質や背景を学ぶ。文学史、映像作品
等を参考にして作品の理解をより深めるとともに、関連する英語
竹森 徹士（教育学部准教授）
学習教材（Graded Readers等）を取り上げ、作品を英語教材とし
て活用するためのポイントについても併せて考えたい。20世紀の
作家の作品を扱う予定である。

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月9日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504913号

022-214-3642

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

宮城教育大学

本講習は、小学校算数科・中学校数学科における学習者の側か
らの教材研究とそれに基づく授業づくりについて考えることを中
【選択】小学校算数科・中学校数
心のテーマとする。新学習指導要領に示された数学的に考える
学科 学習者の立場からの教材
市川 啓（教育学部准教授）
資質・能力の育成に向けて、各種学力調査の結果や具体的な教
研究と授業づくり
材を、学習者の立場から見直し、算数・数学の授業づくりについ
て改めて考えていく。

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月15日

教諭

小学校教諭、中
学校数学教諭

6,000円

25人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504914号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】日本音楽入門（幼・小教
諭向け）

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月15日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

7,000円

20人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504915号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】英語科教育講習Ｇ－H30
英語学－

本講習では、英語学の基本分野である、音声学・音韻論などにつ
いて基礎から概説します。また、その他の分野（統語論、意味
論、語用論、形態論など）との関連性をみてゆき、言語の構造を 西原 哲雄（教育学部教授）
しっかりと理解することを目指すとともに、英語教育との関係・応
用についても考察をしたい。

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月15日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504916号

022-214-3642

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

宮城教育大学

自然に恵まれた宮城教育大学キャンパスにて選択領域講習に必
要な18時間分を３日間連続で開催。１）学習指導要領で謳われて
【選択】幼稚園と小学校の授業に
いる「体験の充実」についての講義。２）キャンパス内の身近な自
活きる自然体験活動
然で楽しめるネイチャーゲーム体験および自然の発見を楽しむ実
習など、体験や実習を多く取り入れた実践的講習。

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

20,000円

80人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504917号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】リフレッシュ数学（解析分
野（Ｂ））

教諭

中学校・高等学
校数学教諭

6,000円

25人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504918号

022-214-3642

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

遠藤 仁（教育学部教授）
去田 ゆかり（仙台ひと・まち交流財団仙台市長
命ヶ丘児童センター所長）
宮城県仙台市
山口 哲也（日本シェアリングネイチャー協会職
員）

解析分野で扱う内容は広範囲に及びますが、その基本は極限の
概念です。講習では、極限の概念を再確認し、微分や積分に関
するやや発展的な計算例について解説します。講習の最後に筆
佐藤 得志（教育学部准教授）
記試験を行いますが、講習の内容について確認していただくと共
に、これを現場での教育活動に活かすための工夫についても考
えていただけたらと思います。

18時間

宮城県仙台市
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平成30年9月15日～
平成30年9月17日

6時間 平成30年9月16日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年9月16日

教諭

中学校・高等学
校音楽教諭

7,000円

20人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504919号

022-214-3642

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月17日

教諭

中学校技術教諭
を中心とするが、
小学校・高等学
校情報教諭も可

6,000円

20人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504920号

022-214-3642

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

指揮に興味がある。あるいは学校で扱う必要があるが、指揮をし
た経験がさほどなく、また自信がないといった方も対象とします。
日比野 裕幸（教育学部教授）
実際に指揮をすることを通して、音楽の現場での対応を考える。
ピアノ(4手）を実際に指揮しての講習となります。

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月22日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

6,000円

20人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504921号

022-214-3642

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

宮城教育大学

気仙沼における産業と生物多様性の特徴について、講義だけで
はなく討論をおこなって理解を深める。また、気仙沼の自然を題
材とした理科教育・環境教育の可能性について議論する。地域
出口 竜作（教育学部教授）
【選択】地域の産業と生物多様性
の産業については、震災からの復興の観点から、特にサケを取
棟方 有宗（教育学部准教授）
に基づく理科教育・環境教育
り上げる（棟方）。また、天候が良ければ、実際に海岸などの
フィールドに赴き、生物の生息状況等を観察する予定である（出
口）。

宮城県気仙沼
市

6時間 平成30年9月29日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,500円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504922号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】3Dプリンタの教育利用

近年、各方面での導入が進んでいる３Dプリンタについて、その動
作原理や３Dデータの作成を含んだ使用方法について、学校教育
門田 和雄（教育学部准教授）
への導入を見据えてわかりやすく解説するとともに、諸外国での
事例を含んだ先駆的な取り組みについて紹介する。

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月29日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（技術、
美術、理科、数
学）

6,000円

25人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504923号

022-214-3642

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

宮城教育大学

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年9月29日

教諭

小学校教諭

6,100円

10人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011504924号

022-214-3642

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年10月21日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

7,000円

25人

平成30年7月1日～
平成30年7月31日

平30-10011504925号

022-214-3642

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

宮城県仙台市

6時間 平成30年10月27日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

6,000円

30人

平成30年7月1日～
平成30年7月31日

平30-10011504926号

022-214-3642

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

担当講師

講習の開催地

【選択】日本音楽入門（中・高教
諭向け）

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

宮城県仙台市

宮城教育大学

【選択】技術・情報ものづくり

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

宮城教育大学

【選択】指揮入門－振ってみま
しょう－

宮城教育大学

講習の概要

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

宮城教育大学

【選択】ガムラン入門

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

宮城教育大学

【選択】英語科教育講習Ｈ－H30
教科の指導法－

内容として，①英語教育の教育課程を言語能力の熟達化理論の
観点から検討し，理解を深める，②動機とメタ認知の実証的研究
板垣 信哉（特任教授）
を概観し，指導のあり方を検討する，③語彙・文法指導の実証的
研究を概観し，指導のあり方を検討する。

宮城教育大学

本校の研究課題「自立・協働・創造に向けた力をはぐくむ授業づく
り」のもと、中学校国語科における「話すこと・聞くこと」の指導を
【選択】自立・協働・創造に向けた
中核とした単元づくりを考え、そのねらいを達成するための効果
力をはぐくむ授業づくり 国語
的な指導計画の立て方や、一単位時間の授業の組み立て方に
ついて、提案授業をもとに協議する。

児玉 忠（教育学部教授）
吉村 敏之（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）
菅原 和朗（非常勤講師）

宮城県仙台市

6時間 平成30年11月2日

教諭

中学校教諭

6,000円

40人

平成30年8月1日～
平成30年8月31日

平30-10011504927号

022-214-3642

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

宮城教育大学

本校の研究課題「自立・協働・創造に向けた力をはぐくむ授業づく
り」のもと、中学校社会科３学年公民分野を扱う。国の将来を担う
若年層に対し、主権者教育の一環として、我が国の財政に関心
【選択】自立・協働・創造に向けた
をもたせるとともに、生徒が身近な問題として国の未来について
力をはぐくむ授業づくり 社会
考え、判断できる資質と能力を育むため、タブレットを活用したシ
ミュレーションやアクティブ・ラーニングを取り入れた提案授業を行
なう。

竹内 洋（教育学部教授）
吉村 敏之（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）
守 康幸（非常勤講師）

宮城県仙台市

6時間 平成30年11月2日

教諭

中学校教諭

6,000円

40人

平成30年8月1日～
平成30年8月31日

平30-10011504928号

022-214-3642

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

宮城教育大学

【選択】学校教育と体験活動B

社会の発展とともに子どもを取り巻く環境は大きく変化した。特に
自然体験活動の経験が減少し、自然や人との関わりから得られ
る知恵や知識、能力が身に付かず、生きる力が十分に育ってい
ない子どもが多くなっている。そこで本講座は、学校教育におけ
る体験活動の意義を再確認するとともに、その活用について考え
る。そのために、青少年教育施設で行われているプログラムを体
験し、基本的な考え方や技術、児童生徒への展開方法を身に付
ける。また、獲得したものを学校教育へどのように生かすかを考
える。

本図 愛実（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）
狩野 浩二（国立花山青少年自然の家主任企
画指導専門職）

宮城県栗原市

6時間 平成31年1月26日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,500円

30人

平成30年10月1日～
平成30年10月31日

平30-10011504929号

022-214-3642

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

秋田大学

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

秋田県秋田
市、男鹿市

平成30年6月2日、
平成30年6月9日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
12,050円
（理科）、高校（理
科）

23人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012504661号

018-889-3205

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

秋田大学

美術教育における平面の様々な表現を体験して、児童・生徒の
【選択】美術教育における題材体
関心・意欲・態度を高め、表現する力を伸ばす指導力を身に付け 長瀬 達也(大学院教育学研究科教授)
験（平面）
る。併せて題材などを開発する力を身につける。

秋田県秋田市

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（美術）、
高校（美術）

12人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012504662号

018-889-3205

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

12時間
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6時間 平成30年6月2日

6,000円

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

6,000円

12人

平成30年5月10日～
平成30年8月11日

平30-10012504663号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月8日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（美術）、
高校（美術）

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年6月2日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）

6,000円

40人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012504664号

018-889-3205

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

小学校6年生理科，中学校1年生理科の大地をテーマにした分
野，高校地学基礎の地震や火山の分野は，児童生徒に実感させ
理解させることがたいへん難しい分野です。この困難を解決すべ
く開発されたわかりやすい実験教材を紹介します。また，会場の
林 信太郎（大学院教育学研究科教授）
にかほ市は，地震や噴火による大地の変化を見学するには最適
の場所です。みなさん自身に考えていただきながら楽しくご案内
いたします。本講習を受講して授業ですぐ使える知識・技能を持
ち帰りましょう。

秋田県秋田市

6時間 平成30年6月3日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
特別支援、中学
校全教科、養護
教諭

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012504665号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年6月3日

教諭

小学校、中学校
（保健体育）、高
校（保健体育）

6,000円

50人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012504666号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

平成30年6月9日，平成
18時間 30年6月10日，平成30
年6月16日

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

20人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012504667号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（理科、家
教諭
平成30年6月30日，平
18時間 成30年7月1日，平成30 養護教諭 庭）、高校（理科、 18,000円
栄養教諭 家庭、農業、工
年7月7日
業、水産）、養護
教諭、栄養教諭

20人

平成30年5月10日～
平成30年6月2日

平30-10012504668号

018-889-3205

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

秋田大学

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

秋田県秋田市

平成30年10月6日～
18時間
平成30年10月8日

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

20人

平成30年5月10日～
平成30年9月8日

平30-10012504669号

018-889-3205

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

秋田大学

障害児の理解に向けて、知的障害児を中心に文化史や教育史と
いった歴史的背景や発達のとらえ方から考えていく。また、知的
障害児教育には、指導法としての領域・教科を合わせた指導な
【選択】特別支援教育－知的障害
ど、指導内容及び指導方法に関する独自性が存在する。そこで、 藤井 慶博（大学院教育学研究科教授）
児の理解と教育の実際－
知的障害児の学習上の特性に応じた対応の基本を中心に、教育
課程の在り方も含めて教育現場の指導実践例も紹介しながら学
んでいく。

秋田県秋田市

秋田大学

障害児の理解に向けて、知的障害児を中心に文化史や教育史と
いった歴史的背景や発達のとらえ方から考えていく。また、知的
障害児教育には、指導法としての領域・教科を合わせた指導な
【選択】特別支援教育－知的障害
ど、指導内容及び指導方法に関する独自性が存在する。そこで、 藤井 慶博（大学院教育学研究科教授）
児の理解と教育の実際－
知的障害児の学習上の特性に応じた対応の基本を中心に、教育
課程の在り方も含めて教育現場の指導実践例も紹介しながら学
んでいく。

秋田大学

障害児の理解に向けて、知的障害児を中心に文化史や教育史と
いった歴史的背景や発達のとらえ方から考えていく。また、知的
障害児教育には、指導法としての領域・教科を合わせた指導な
【選択】特別支援教育－知的障害
ど、指導内容及び指導方法に関する独自性が存在する。そこで、 藤井 慶博（大学院教育学研究科教授）
児の理解と教育の実際－
知的障害児の学習上の特性に応じた対応の基本を中心に、教育
課程の在り方も含めて教育現場の指導実践例も紹介しながら学
んでいく。

秋田大学

我が国は、国連の「障害者の権利に関する条約」に批准し、共生
社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築をめざ
【選択】特別支援教育－障害児の
しています。講習では、インクルーシブ教育の理念、求められる 藤井 慶博（大学院教育学研究科教授）
教育Ⅲ－
合理的配慮と基礎的環境整備、今後学校教育に求められる取組
について、演習を交えながら考えていきます。

秋田県秋田市

秋田大学

我が国は、国連の「障害者の権利に関する条約」に批准し、共生
社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築をめざ
【選択】特別支援教育－障害児の
しています。講習では、インクルーシブ教育の理念、求められる 藤井 慶博（大学院教育学研究科教授）
教育Ⅲ－
合理的配慮と基礎的環境整備、今後学校教育に求められる取組
について、演習を交えながら考えていきます。

秋田県北秋田
市

秋田大学

美術教育における平面の様々な表現を体験して、児童・生徒の
【選択】美術教育における題材体
関心・意欲・態度を高め、表現する力を伸ばす指導力を身に付け 長瀬 達也(大学院教育学研究科教授)
験（平面）
る。併せて題材などを開発する力を身につける。

秋田大学

【選択】地域生活とスポーツ

秋田大学

【選択】火山・地震の実験教材と
野外観察

秋田大学

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

秋田大学

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

秋田大学

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

秋田県横手市

秋田県秋田市
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6時間 平成30年6月9日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012504670号

018-889-3205

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

6時間 平成30年7月16日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年6月18日

平30-10012504671号

018-889-3205

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

6時間 平成30年9月24日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年8月27日

平30-10012504672号

018-889-3205

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

6時間 平成30年6月16日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

50人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012504673号

018-889-3205

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

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

50人

平成30年5月10日～
平成30年7月23日

平30-10012504674号

018-889-3205

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

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

秋田大学

我が国は、国連の「障害者の権利に関する条約」に批准し、共生
社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築をめざ
【選択】特別支援教育－障害児の
しています。講習では、インクルーシブ教育の理念、求められる 藤井 慶博（大学院教育学研究科教授）
教育Ⅲ－
合理的配慮と基礎的環境整備、今後学校教育に求められる取組
について、演習を交えながら考えていきます。

秋田県横手市

6時間 平成30年9月1日

秋田大学

小学校理科教科書に記載されている観察・実験について検討を
行い，どのような点に留意すると児童はよりよく学習目標を達成
【選択】小学校理科における効果
できるのか，さらにどんな工夫ができるのかについて，実際に観 田口 瑞穂(教育文化学部講師）
的な観察・実験
察・実験を行いながら学ぶ。また，その観察・実験のバックグラウ
ンドとなる理論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16日

教諭

秋田大学

【選択】小学校理科の天文実習

主として理科を専攻としない小学校教員、地学を専攻としない中
学校理科教員を対象として、小学校理科のうち天文領域につい
て、学習指導要領記載の学習項目について解説するとともに、理
科教育学（地学）の視点から最近の研究成果（児童の天体認識 川村 教一（教育文化学部教授）
や天体観察の実態など）を紹介する．また、天体観察方法や教材
開発について実習を行い、小学校4年生もしくは6年生の理科の
授業のための教材研究の指針を与える．

秋田県秋田市

6時間 平成30年6月23日

秋田大学

2011年に発生した東日本大震災以降、地域に則した防災教育の
必要性が高まっている。また、秋田県では過去に多くの地震や津
波災害が発生している。本講習では、秋田県の地震、津波の発
水田 敏彦（地方創生センター教授）
【選択】秋田県の地震・津波災害
生メカニズム、特性といった基礎的なことを説明した後、これら災
鎌滝 孝信（地方創生センター准教授）
と防災・減災教育
害の歴史と特徴について説明する。そして、防災・減災へ向け
て、これらの災害への対策や課題、防災教育のあり方について
説明する。

秋田県大仙市

秋田大学

2011年に発生した東日本大震災以降、地域に則した防災教育の
必要性が高まっている。また、秋田県では過去に多くの地震や津
波災害が発生している。本講習では、秋田県の地震、津波の発
水田 敏彦（地方創生センター教授）
【選択】秋田県の地震・津波災害
生メカニズム、特性といった基礎的なことを説明した後、これら災
鎌滝 孝信（地方創生センター准教授）
と防災・減災教育
害の歴史と特徴について説明する。そして、防災・減災へ向け
て、これらの災害への対策や課題、防災教育のあり方について
説明する。

秋田大学

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

50人

平成30年5月10日～
平成30年8月4日

平30-10012504675号

018-889-3205

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

小学校

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012504676号

018-889-3205

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

教諭

小学校、中学校
（理科）

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年5月26日

平30-10012504677号

018-889-3205

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

6時間 平成30年6月23日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼稚園、小学校、
特別支援、養護
教諭、中学校全
教科、高校全教
科、栄養教諭

6,000円

80人

平成30年5月10日～
平成30年5月26日

平30-10012504678号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月7日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼稚園、小学校、
特別支援、養護
教諭、中学校全
教科、高校全教
科、栄養教諭

6,000円

100人

平成30年5月10日～
平成30年6月9日

平30-10012504679号

018-889-3205

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

秋田県大館市

6時間 平成30年10月6日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼稚園、小学校、
特別支援、養護
教諭、中学校全
教科、高校全教
科、栄養教諭

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年9月8日

平30-10012504680号

018-889-3205

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

2011年に発生した東日本大震災以降、地域に則した防災教育の
必要性が高まっている。また、秋田県では過去に多くの地震や津
波災害が発生している。本講習では、秋田県の地震、津波の発
水田 敏彦（地方創生センター教授）
【選択】秋田県の地震・津波災害
生メカニズム、特性といった基礎的なことを説明した後、これら災
鎌滝 孝信（地方創生センター准教授）
と防災・減災教育
害の歴史と特徴について説明する。そして、防災・減災へ向け
て、これらの災害への対策や課題、防災教育のあり方について
説明する。

主な受講対象者

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

秋田大学

【選択】近代文学の読解

明治以降、昭和にかけての近代小説をおもな題材とする。語り
方、登場する人・物・生きものの関係など、読解の観点について
山﨑 義光(教育文化学部准教授)
考える。また、作品が発表された時代・社会的背景、文芸思潮や
文学観との関連をふまえて考える。

秋田県秋田市

6時間 平成30年6月30日

教諭

中学校（国語）、
高校（国語）

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年6月2日

平30-10012504681号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】幼児音楽指導法

①こどもの歌・童謡を歌う。
②楽譜の基礎知識・ソルフェージュを学ぶ。
佐藤 眞由子（聖霊女子短期大学生活文化科
③実践しながらコードを使った伴奏法を学ぶ。
生活こども専攻講師）
④幼児が親しみやすい楽器の種類と奏法を知り、演奏できるよう
になる。

秋田県秋田市

6時間 平成30年6月30日

教諭

幼稚園

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年6月2日

平30-10012504682号

018-889-3205

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

秋田大学

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月1日

教諭

中学校（国語）、
高校（国語）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年6月3日

平30-10012504683号

018-889-3205

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

秋田大学

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月7日

教諭

中学校（理科）、
高校（理科）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年6月9日

平30-10012504684号

018-889-3205

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

秋田大学

子どもの心の問題について理解を深めるために、基礎的な考え
方として、発達理論や臨床心理学からの視点を踏まえ、心の問
【選択】子どもの心の問題と心理
織田 栄子（聖霊女子短期大学生活文化科准
題の捉え方、対応の仕方を学びます。特に、幼児期から児童期
的支援
教授）
の子どもに現れやすい心の問題を取り上げ、教員としてどのよう
に対応したらいいか、演習を通して学びます。

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月7日

教諭

幼稚園

6,000円

40人

平成30年5月10日～
平成30年6月9日

平30-10012504685号

018-889-3205

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

秋田大学

この講習では、具体的なデータをもとにして、①「思春期の子ども
たちにとって、友だちはどのような存在なのか？」②「思春期の子
【選択】思春期の交友関係と学校 どもたちにとって、恋愛はどのような意味を持つのか？」③「彼ら
～友だち関係・恋愛からいじめま がいじめを止められないのかはなぜか？」という3つの疑問を解 鈴木 翔（大学院理工学研究科助教）
で～
き明かすことによって、彼らが学校でどんな日常を生きているの
かを考察します。その現状を踏まえたうえで、実践的な解決策を
模索していきます。

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年6月10日

平30-10012504686号

018-889-3205

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

秋田大学

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月14日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年6月16日

平30-10012504687号

018-889-3205

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

美術教育における彫刻表現（塑造表現）の題材となるテーマの発
想と、実際に彫刻作品を制作する素材を研究する。芯材を用い、
【選択】美術教育の彫刻（塑造）に 自然硬化する粘土で人体表現や動物、植物など、授業に応用し 皆川 嘉博（秋田公立美術大学美術学部美術
ついて題材・素材体験
やすい素材を学ぶ。立体表現に不可欠な空間把握能力や触覚 学科准教授）
による量を把握する能力を向上させる効果を考察する。何よりも”
制作する喜び・楽しさ”を生徒に伝えるすべを学ぶ。

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月14日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（美術）、
高校（美術）、養
護教諭

7,500円

10人

平成30年5月10日～
平成30年6月16日

平30-10012504688号

018-889-3205

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

秋田大学

美術教育における彫刻表現（塑造表現）の題材となるテーマの発
想と、実際に彫刻作品を制作する素材を研究する。芯材を用い、
【選択】美術教育の彫刻（塑造）に 自然硬化する粘土で人体表現や動物、植物など、授業に応用し 皆川 嘉博（秋田公立美術大学美術学部美術
やすい素材を学ぶ。立体表現に不可欠な空間把握能力や触覚 学科准教授）
ついて題材・素材体験
による量を把握する能力を向上させる効果を考察する。何よりも”
制作する喜び・楽しさ”を生徒に伝えるすべを学ぶ。

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月21日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（美術）、
高校（美術）、養
護教諭

7,500円

10人

平成30年5月10日～
平成30年6月23日

平30-10012504689号

018-889-3205

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

秋田大学

【人生の樹】プロジェクト：臨床心理学のナラティブアプローチを基
に、特別活動の時間向けに開発したキャリア学習の教材。その
実践研究を行う。七月の講習は【人生の樹】に関する講義と運用
【選択】「人生の樹」プロジェクトを
説明、ならびにキャリア等に関する受講者の取り組み状況につい 森 和彦（教育文化学部教授）
用いた特別活動の実践と検証
ての発表。夏休み後に各所属校で【人生の樹】を実践し、十二月
の講習では全員がその実践報告・課題点について発表し、お互
いに討論し合う内容を試験とする。

秋田県秋田市

平成30年7月21日,
12時間
平成30年12月15日

教諭

小学校(高学年)、
特別支援学校(中
学部・高等部)、中
12,000円
学校・高校で特別
活動の時間を担
当できるもの

15人

平成30年5月10日～
平成30年6月23日

平30-10012504690号

018-889-3205

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

秋田大学

身の回りの物質を通して化学と人間生活とのかかわりについて
理解を深めることが、中高理科における学習目標の一つとなって
いる。本講習では、現在の我々の生活を支えている化学物質を
【選択】世界を変えた化学の発明 取り上げ、その発明の経緯と人間生活に与えた影響について学 清野 秀岳(教育文化学部准教授)
ぶことを目標とする。合成染料、窒素肥料、ガソリン、プラスチック
など、人間の生活様式を大きく変えるに至った物質について議論
する。

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校、中学校
（理科）、高校（理
科・工業）

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年6月23日

平30-10012504691号

018-889-3205

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

秋田大学

身の回りの物質を通して化学と人間生活とのかかわりについて
理解を深めることが、中高理科における学習目標の一つとなって
いる。本講習では、現在の我々の生活を支えている化学物質を
【選択】世界を変えた化学の発明 取り上げ、その発明の経緯と人間生活に与えた影響について学 清野 秀岳(教育文化学部准教授)
ぶことを目標とする。合成染料、窒素肥料、ガソリン、プラスチック
など、人間の生活様式を大きく変えるに至った物質について議論
する。

秋田県大館市

6時間 平成30年8月25日

教諭

小学校、中学校
（理科）、高校（理
科・工業）

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年7月28日

平30-10012504692号

018-889-3205

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

秋田大学

美術教育における鑑賞学習の指導力を身に付けるために、鑑賞
【選択】美術教育における鑑賞学 学習の基礎的な知識を身に付け、さらに美術館での鑑賞を体験
長瀬 達也(大学院教育学研究科教授)
する。そして、鑑賞学習の授業案を作成する。特に児童・生徒の
習
関心・意欲・態度を高めることを主眼とする。

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
（美術）、高校（美
術）

6,000円

12人

平成30年5月10日～
平成30年6月23日

平30-10012504693号

018-889-3205

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

秋田大学

美術教育における鑑賞学習の指導力を身に付けるために、鑑賞
【選択】美術教育における鑑賞学 学習の基礎的な知識を身に付け、さらに美術館での鑑賞を体験
長瀬 達也(大学院教育学研究科教授)
する。そして、鑑賞学習の授業案を作成する。特に児童・生徒の
習
関心・意欲・態度を高めることを主眼とする。

秋田県秋田市

6時間 平成30年10月20日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
（美術）、高校（美
術）

6,000円

12人

平成30年5月10日～
平成30年9月22日

平30-10012504694号

018-889-3205

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

秋田大学

高校数学（微分積分）の延長として、微分方程式（変数分離形・一
階線形）の初歩を学ぶ。具体的には微分方程式の解の求め方
【選択】高校数学からの微分方程
（計算）と簡単な理論（証明）を行う。また高校数学に現れる『平均 原田 潤一（教育文化学部准教授）
式
値の定理』、『原始関数』、『定積分』などの基礎定理の復習も行
い、微分積分のより深い理解を目指す。

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月22日

教諭

高校（数学）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年6月24日

平30-10012504695号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】学校教育と憲法

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月22日

教諭

小学校、中学校
(社会)、高校(地
歴・公民）

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年6月24日

平30-10012504696号

018-889-3205

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

秋田大学

現代科学の根幹をなす量子論と相対論，そして物質の基本単位
である素粒子について一定の理解は，今や中高の理数教育者に
とって必須となっている。本講義の前半では，線形代数などを用
【選択】素粒子物理学入門 -ヒッ いて量子力学における「重ね合わせと不確定性」「量子もつれ」，
三角 樹弘（理工学部講師）
グス粒子から重力波までそして相対論における「光速不変の原理」「時間と距離の相対性」
について説明を行う。後半は素粒子の分類と質量生成機構につ
いて「ヒッグス粒子」「重力波」などのトピックを織り交ぜながら説
明する。

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月22日

教諭

中学校（数学・理
科）、高校（数学・
理科）

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年6月24日

平30-10012504697号

018-889-3205

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

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

6時間 平成30年7月23日

教諭

中学校（国語）、
高校（国語）

7,080円

40人

平成30年5月10日～
平成30年6月25日

平30-10012504698号

018-889-3205

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

6時間 平成30年7月24日

教諭

小学校、中学校
（英語）、高校（英
語）

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年6月26日

平30-10012504699号

018-889-3205

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

18歳選挙権に関わる問題（政治教育はどのように行えばよいの
か、高校生の政治活動はどこまで認められるのか等）や学校に
おける児童･生徒の基本的人権など、学校教育において憲法をど 棟久 敬（教育文化学部講師）
のように活かすことができるのかについて、さまざまな事例を検
討することを通して解説する。

秋田大学

【選択】秋田の近代文学

秋田大学

「４技能をいかに連携させて授業を展開するか」について理解し
実践する講習である。理論の面では、第二言語習得論の関連す
る知識について、講義とディスカッションによりその理解を深め
る。実践の面では、普段の授業でうまくいかない点を共有しその
【選択】4技能統合型授業のデザ
解決策を考え、さらに、４技能統合型の授業をデザインする（指導 佐々木 雅子(教育文化学部教授)
イン
案作成までとし模擬授業は含まない）。４技能統合をテーマにし、
英語の授業に必要な理論的知識を明確にし、授業改善に役立て
る視点を養う。筆記試験は、実践に必要な知識と、実践の改善に
知識を生かす省察を問う。

秋田県秋田市
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

秋田大学

【選択】地域を体験できる日本史

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

秋田県秋田
市、大仙市

平成30年7月25日、
18時間 平成30年7月27日、
平成30年7月29日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
18,000円
（社会）、高校（地
歴・公民）

25人

平成30年5月10日～
平成30年6月27日

平30-10012504700号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】地域を体験できる日本史

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

秋田県秋田
市、大仙市

平成30年8月1日、
18時間 平成30年8月3日、
平成30年8月5日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
18,000円
（社会）、高校（地
歴・公民）

25人

平成30年5月10日～
平成30年7月4日

平30-10012504701号

018-889-3205

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

秋田大学

子どもたちに豊かで確かな国語力を身につけさせる物語・小説の
授業について，実践的に講習を展開する。作品の構成・構造，事
【選択】豊かで確かな力を身につ 件展開の仕掛け，人物の変容，レトリック，吟味・批評などに関す
阿部 昇（大学院教育学研究科教授）
る指導のあり方について，現行教科書教材を使いながら具体的
ける物語・小説の授業入門
に検討していく。子どもたちが主体的・対話的に学んでいく探究型
授業のあり方についても触れる。

秋田県大仙市

6時間 平成30年7月27日

教諭

小学校、中学校
（国語）

6,000円

24人

平成30年5月10日～
平成30年6月29日

平30-10012504702号

018-889-3205

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

秋田大学

税率が働く時間に与える影響や、労働市場における失業の変化
の要因など、極めて実践的、現実的な社会経済の問題につい
【選択】データとコンピュータを
て、簡単な数学的なモデルと、国際間や時系列の統計データ、エ 俵 典和（国際教養大学国際教養学部准教授） 秋田県秋田市
使った人間の行動と社会の分析
クセルを使って、分析する方法を学び、それを実践する。数学、
データ、コンピュータをすべてバランスよく使うことが特徴である。

6時間 平成30年7月27日

教諭

中学校(数学・理
科・技術・家庭)、
高校(数学・理科・
家庭・情報・農
業・工業・水産・
商業)

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年6月29日

平30-10012504703号

018-889-3205

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

秋田大学

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大きく転換
し、障がいのある幼児児童生徒の教育は、特別な指導の場だけ
でなく、通常の学級においても必須になっている。したがって学校
【選択】特別支援教育－発達障害
の教員は、「特別支援教育」に関する一層の実践力及び専門性 鈴木 徹（教育文化学部講師）
児の理解と支援－
が求められている。その一助となることを期待し、本講習では、学
校における「気になる子」を取り上げ、発達障害等の特性を説明
しながら具体的な支援方略について学ぶ。

秋田県北秋田
市

6時間 平成30年7月28日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年6月30日

平30-10012504704号

018-889-3205

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

秋田大学

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大きく転換
し、障がいのある幼児児童生徒の教育は、特別な指導の場だけ
でなく、通常の学級においても必須になっている。したがって学校
【選択】特別支援教育－発達障害
の教員は、「特別支援教育」に関する一層の実践力及び専門性 鈴木 徹（教育文化学部講師）
児の理解と支援－
が求められている。その一助となることを期待し、本講習では、学
校における「気になる子」を取り上げ、発達障害等の特性を説明
しながら具体的な支援方略について学ぶ。

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月4日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月7日

平30-10012504705号

018-889-3205

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

秋田大学

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大きく転換
し、障がいのある幼児児童生徒の教育は、特別な指導の場だけ
でなく、通常の学級においても必須になっている。したがって学校
【選択】特別支援教育－発達障害
の教員は、「特別支援教育」に関する一層の実践力及び専門性 鈴木 徹（教育文化学部講師）
児の理解と支援－
が求められている。その一助となることを期待し、本講習では、学
校における「気になる子」を取り上げ、発達障害等の特性を説明
しながら具体的な支援方略について学ぶ。

秋田県横手市

6時間 平成30年8月16日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月19日

平30-10012504706号

018-889-3205

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

秋田県大仙市

6時間 平成30年7月28日

教諭

高校（数学・工
業・理科（特に物
理））

6,000円

8人

平成30年5月10日～
平成30年6月30日

平30-10012504707号

018-889-3205

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

長南 安紀（秋田県立大学システム科学技術学
部電子情報システム学科助教）
秋田県由利本
山口 博之（秋田県立大学システム科学技術学
荘市
部電子情報システム学科准教授）
布田 潔（大学院理工学資源学研究科准教授）

6時間 平成30年7月28日

教諭

小学校、中学校
（理科・技術）、高
校（理科・工業）

6,000円

25人

平成30年5月10日～
平成30年6月30日

平30-10012504708号

018-889-3205

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

三角関数（三角比含む）は、上級学校への入試に課せられるだけ
でなく、理工学を学ぶ上で必須の基礎的関数の代表である。しか
し、三角関数値すらキチンと求められない生徒・学生が少なから
ずいる。そこで、①指導展開例紹介、②定義を理解できない学習 根岸 均（秋田大学橫手分校長）
者心理を推しはかる（小中学校まで戻る）、③定義指導の要、④
指導方法検討、⑤三角関数の活用例（弧度法、近似式、マクロー
リン級数、フーリエ級数）を取り上げ、指導改善を図る。

秋田大学

【選択】三角関数（値）がスッキリ
分かる指導方法を探る

秋田大学

環境発電技術とは「光・熱（温度差）・振動・電波」等の身の回りの
環境中に存在するエネルギーを電力に変換する技術である。従
来はその得られる電力量の少なさからほとんど利用されてこな
【選択】秋田県の自然エネルギー
かったが，近年のデバイスの高性能化によって実用化されつつ
と環境発電技術（熱電発電・太陽
ある。本講習では，環境発電の概要，環境発電技術の中の一つ
光発電）
である熱電変換と太陽光発電について，そして秋田県の自然エ
ネルギーの特徴とその環境発電への応用の可能性について学
ぶ。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

【選択】木材の科学

石油の大量消費により生活は豊かになったが、地球温暖化など
のグローバルな問題も生じており、21世紀は循環型資源に基づ
いた社会に変換することが求められている。そのためには、地球
上で最も多量に存在する循環型資源である木材を効率的に利用
することが肝要である。本講習は、1)木材の成り立ちや化学的成
分、物理的性質など木材の科学的知見を6時間、2)木質資源の
現状とCO2循環と温暖化抑制への寄与などについて6時間、3)製
材や木質材料、紙、アルコール発酵や土木的利用などの代表的
な利用について6時間を予定している。

中村 昇（秋田県立大学木材高度加工研究所
教授）
林 知行（秋田県立大学木材高度加工研究所
教授）
山内 繁（秋田県立大学木材高度加工研究所
教授）
高田 克彦（秋田県立大学木材高度加工研究
所教授）
栗本 康司（秋田県立大学木材高度加工研究
所教授）
佐々木 貴信（秋田県立大学木材高度加工研
究所教授）
川井 安生（秋田県立大学木材高度加工研究
所准教授）
澁谷 栄（秋田県立大学木材高度加工研究所
准教授）
渡辺 千明（秋田県立大学木材高度加工研究
所准教授）
岡崎 泰男（秋田県立大学木材高度加工研究
所准教授）
山内 秀文（秋田県立大学木材高度加工研究
所准教授）
足立 幸司（秋田県立大学木材高度加工研究
所准教授）

【選択】確率統計-基礎と応用-

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

木村 寛（秋田県立大学システム科学技術学部
秋田県由利本
教授）
星野 満博（秋田県立大学システム科学技術学 荘市
部准教授）

【選択】確率統計-基礎と応用-

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

木村 寛（秋田県立大学システム科学技術学部
教授）
秋田県秋田市
星野 満博（秋田県立大学システム科学技術学
部准教授）

秋田大学

【選択】英語研究と英語教育

（１） Quirk, et al. (1985), Hudson (1998), Bilber et al. (1999,
2002), Huddleston and Pullum (2002, 2005)等の「英文法」に関
する文献を原文で読む。
星 宏人(教育文化学部教授)
（２） 上記の英文法書等を原文で読み、英語教育を念頭に様々な
観点から「英文法」の重要な特質を講義、討論する。
（３） 「英文法」の英語教育への含意を考察し、応用を検討する。

秋田大学

数学的活動とは、児童が目的意識を持って主体的に取り組む算
数にかかわりのある様々な活動を意味する。具体的には「目を付
ける」「考える」「調べる」「比べる」「表す」「使う」「振り返る」「発展
させる」といった活動であり、それらが算数を学ぶ楽しさ、自ら算 佐藤 学（教育文化学部教授）
【選択】小学校教師の数学的活動
数を学び続けていくことにつながる。活動から学びへの一連の意 田仲 誠祐（大学院教育学研究科准教授）
識的なプロセスの形成には、それをデザインする教師の経験が
重要である。本講習では、児童の数学的思考力を育む良問を分
析し、授業化を検討していく。

秋田大学

【選択】地域素材教材開発演習

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

秋田県秋田市

12時間

平成30年8月1日～
平成30年8月2日

秋田大学

【選択】地域素材教材開発演習

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

秋田県秋田市

12時間

平成30年8月8日～
平成30年8月9日

秋田大学

総合的な学習の時間を充実させるために、地域の伝統的な食文
化や史跡などの教材化を通して、授業力の向上を図る。当日は、
【選択】総合的な学習の時間と地
秋田内陸縦貫鉄道とその沿線地域から地域課題を設定し、地域 濱田 純(北秋田分校長)
域創生「食と文化」
課題解決のためのフィールドワーク及び教材開発に関する講義・
試験が主な内容となる。

秋田県北秋田
市

秋田大学

総合的な学習の時間を充実させるために、地域の伝統的な食文
化や史跡などの教材化を通して、授業力の向上を図る。当日は、
【選択】総合的な学習の時間と地
秋田内陸縦貫鉄道とその沿線地域から地域課題を設定し、地域 濱田 純(北秋田分校長)
域創生「食と文化」
課題解決のためのフィールドワーク及び教材開発に関する講義・
試験が主な内容となる。

秋田県仙北市,
北秋田市

秋田大学

秋田大学

秋田大学

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

中学校（数学・理
科・技術）、高校
18,000円
（数学・理科・農
業・工業）

10人

平成30年5月10日～
平成30年7月2日

平30-10012504709号

018-889-3205

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

6時間 平成30年7月30日

教諭

中学校（数学）、
高校（数学）

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年7月2日

平30-10012504710号

018-889-3205

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

6時間 平成30年9月29日

教諭

中学校（数学）、
高校（数学）

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年9月1日

平30-10012504711号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月31日

教諭

小学校、中学校
（英語）、高校（英
語）

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年7月3日

平30-10012504712号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月31日

教諭

小学校

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年7月3日

平30-10012504713号

018-889-3205

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

教諭

小学校、中学校
（社会）、高校（地 12,000円
歴・公民）

12人

平成30年5月10日～
平成30年7月4日

平30-10012504714号

018-889-3205

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

教諭

小学校、中学校
（社会）、高校（地 12,000円
歴・公民）

12人

平成30年5月10日～
平成30年7月11日

平30-10012504715号

018-889-3205

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

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
全教科、高校全
教科

6,400円

30人

平成30年5月10日～
平成30年7月6日

平30-10012504716号

018-889-3205

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

6時間 平成30年11月3日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
全教科、高校全
教科

6,400円

30人

平成30年5月10日～
平成30年10月6日

平30-10012504717号

018-889-3205

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

秋田県能代市

18時間
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平成30年8月1日
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秋田大学

遺伝子DNAは、医療現場・個人の遺伝情報管理・食品の産地や
遺伝子組換のチェック・犯罪捜査と親子鑑定・考古学等への利
用、など日常生活・食生活および食育で非常に身近な存在となっ
【選択】実験で学ぶ生物の遺伝子
ていて、その理解を深めることは全校種、全教科で必要かつ重要 石井 照久（教育文化学部教授）
DNA－自らDNAを抽出する－
である。また簡易DNA抽出法を伝授するので教育現場での実践
が可能となる。（主な内容：簡易DNA抽出法の体得、精密な抽出
と解析技術の体験、日常生活での利用法の理解）

秋田県秋田市

18時間

平成30年8月3日～
平成30年8月5日

小学校、中学校
（理科・技術・家
庭）、高校（理科・
教諭
18,000円
栄養教諭 家庭・情報・農
業・工業・水産）、
栄養教諭

24人

平成30年5月10日～
平成30年7月6日

平30-10012504718号

018-889-3205

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

秋田大学

遺伝子DNAは、医療現場・個人の遺伝情報管理・食品の産地や
遺伝子組換のチェック・犯罪捜査と親子鑑定・考古学等への利
用、など日常生活・食生活および食育で非常に身近な存在となっ
【選択】実験で学ぶ生物の遺伝子
ていて、その理解を深めることは全校種、全教科で必要かつ重要 石井 照久（教育文化学部教授）
DNA－自らDNAを抽出する－
である。また簡易DNA抽出法を伝授するので教育現場での実践
が可能となる。（主な内容：簡易DNA抽出法の体得、精密な抽出
と解析技術の体験、日常生活での利用法の理解）

秋田県秋田市

18時間

平成30年12月26日～
平成30年12月28日

小学校、中学校
（理科・技術・家
庭）、高校（理科・
教諭
18,000円
栄養教諭 家庭・情報・農
業・工業・水産）、
栄養教諭

24人

平成30年5月10日～
平成30年11月28日

平30-10012504719号

018-889-3205

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

秋田大学

近年、諸研修が指導形態に偏っていると感じます。教材自体・カ
リキュラム構造の理解を深めることで、小中高の連携も一層強固
【選択】算数・数学（小中高）を貫く なものになるはず。例 比例(小）→一次関数（中）→接線（高）な
根岸 均(秋田大学橫手分校長)
どは典型的な一貫教材です。そのほか、本講座では、①児童生
教材理解
徒の心理と教材、②量概念の形成について、③説明用語とその
理解（例：少なくとも、一般に、任意の、等）も取り上げます。

秋田県北秋田
市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校、中学校
（数学）、高校（数
学）

6,000円

15人

平成30年5月10日～
平成30年7月6日

平30-10012504720号

018-889-3205

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

秋田大学

近年、諸研修が指導形態に偏っていると感じます。教材自体・カ
リキュラム構造の理解を深めることで、小中高の連携も一層強固
【選択】算数・数学（小中高）を貫く なものになるはず。例 比例(小）→一次関数（中）→接線（高）な
根岸 均(秋田大学橫手分校長)
どは典型的な一貫教材です。そのほか、本講座では、①児童生
教材理解
徒の心理と教材、②量概念の形成について、③説明用語とその
理解（例：少なくとも、一般に、任意の、等）も取り上げます。

秋田県横手市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校、中学校
（数学）、高校（数
学）

6,000円

15人

平成30年5月10日～
平成30年7月11日

平30-10012504721号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】平面幾何の世界

平面幾何の定理は、図形の作図に有用な知識として応用されて
きた。中学校・高等学校で発展的内容として扱われる定理につい
て解説し、平面幾何の定理と作図問題との関連について理解を 山口 祥司(教育文化学部准教授)
深める。講義では、様々な正五角形の作図を通して定理の応用
について学ぶ。

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月4日

教諭

中学校（数学）、
高校（数学）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年7月7日

平30-10012504722号

018-889-3205

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

【選択】秋田の水を題材とした環
境教育

秋田県内の各地には湧水や河川、湖沼など多様な水環境が存
在しており、これらの中には歴史的な由来や伝承を有するものも
多い。本講習では、このような水環境を題材として講義ならびに
野外演習を行い、環境教育（環境の科学的な特徴や人々との関
林 武司（教育文化学部教授）
わりについての過去、現状、未来の環境変化の可能性について
学習することで、生徒の環境問題にかかわるリテラシーや環境問
題を身近な問題として捉える能力を高める）について理解を深め
る。実習対象地域には秋田大学手形キャンパス周辺を予定。

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月4日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年7月7日

平30-10012504723号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】学校文化と教師

この講習では、現代の日本における学校と教師について、社会
学、教育社会学などの議論をもとに、教員の多忙化、学校と塾と
の連携、専門職としての教師、教育格差などの問題を取り上げ
て、考えていきます。学校と教師について「当然」と思われている 和泉 浩（教育文化学部教授）
ことを、それらを現代社会のなかに位置づけとらえることで、批判
的、自省的な視点から見つめ直すことができるようになることを目
的とします。

秋田県秋田市

平成30年8月4日～
12時間
平成30年8月5日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

40人

平成30年5月10日～
平成30年7月7日

平30-10012504724号

018-889-3205

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

秋田大学

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月5日

教諭

中学校（社会）、
高校（地歴）

6,000円

15人

平成30年5月10日～
平成30年7月8日

平30-10012504725号

018-889-3205

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

秋田大学

昨年、発表された新学習指導要領において「主体的・対話的で深
い学び」という文言が用いられ、ますます参加型学習に注目が集
まっている。本講習では、小学校・中学校・高等学校で行われて
いる社会科教育における参加型学習の実践事例を元に、講座を
【選択】参加型学習と社会科教育
加納 隆徳(教育文化学部講師)
進める。特に、法教育教材を用いた事例をしてNHKが作成した
「昔話法廷」や、経済教育教材として「貿易ゲーム」などを元に指
導事例を紹介し、実際に受講生による体験やディスカッションを
行う。

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月5日

教諭

小学校、中学校
(社会）、高校(地
歴・公民）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年7月8日

平30-10012504726号

018-889-3205

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

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

6時間 平成30年8月5日

教諭

中学校（英語），
高校（英語）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年7月8日

平30-10012504727号

018-889-3205

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

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学校（英語）、
高校（英語）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年7月10日

平30-10012504728号

018-889-3205

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

秋田大学

学習意欲が低い生徒集団を指導することも視野に入れ、生徒の
意欲、関心を高めるための授業作り、補助教材（ハンドアウト）作
成、考査及び小テストの作成と評価の方法について実践的な立
場から幅広く論じる。中学校、高等学校のいずれかに議論が偏る
のを避けるため、担当者は、中学校教諭経験を持つ者、高校教
諭経験を持つ者の2名が担当する。トピックによって、担当者日本
語と英語を使い分けて講義を進める。

秋田大学

【選択】Activate Your English!

秋田大学

まず、リスニング指導に必要となる発音指導について、その方針
や基礎を確認する。そして、生徒のリスニング力を伸ばすため
【選択】発音・シャドーイング・リス に、「どんな目的でどんな音読活動を、いつ取り入れるべきか？」
濱田 陽(教育推進総合センター准教授)
ニング指導理論と実践
をテーマとして、シャドーイング・音読の様々な方法について基礎
的な理論をもとに、再検討する。最後に実際の指導場面を想定
し、プランニングを行い、短い発表を行う。

秋田県秋田市

21 / 271 ページ

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

秋田大学

動物の体のつくりの全体像を把握することを目的とする。ゾウリム
シやプラナリアはヒトとは大きく異なる生物のように見えるが，基
【選択】ゾウリムシ、プラナリア等
本的には同じメカニズムで生きている。ゾウリムシには１つの細
河又 邦彦(教育文化学部准教授)
の観察から動物の体のつくりを考
胞しかなく，多細胞であるプラナリアでも心臓がない。なぜ「１つ
える
の細胞で」，「心臓がなくて」生きていけるのかを考えることによ
り，ヒトの中で働く複雑な臓器本来の姿が見えてくる。

秋田県秋田市

12時間

平成30年8月7日～
平成30年8月8日

教諭

小学校、中学校
(理科)、高校(理
科)

12,000円

16人

平成30年5月10日～
平成30年7月10日

平30-10012504729号

018-889-3205

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

秋田大学

奥山 朝子（日本赤十字秋田看護大学教授）
齋藤 和樹（ 日本赤十字秋田看護大学准教授）
養護教諭が今日直面している課題の中から「学校カウンセリン
磯崎 富美子（日本赤十字秋田看護大学准教
【選択】養護教諭に求められる今 グ」、「発達障害児の理解」、「生活習慣病対策」、「学校における
秋田県秋田市
授）
救急対応」、「健康相談活動について」をとりあげ、講義とワーク
日的課題への対応
高田 由美（日本赤十字秋田看護大学教授）
ショップによる修得を目指す。
渡部 泰弘（秋田県立医療療育センター科長）
南部 泰士（日本赤十字秋田看護大学准教授）

12時間

平成30年8月7日～
平成30年8月8日

養護教諭

養護教諭

12,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年7月10日

平30-10012504730号

018-889-3205

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

秋田大学

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月7日

教諭

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

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年7月10日

平30-10012504731号

018-889-3205

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

秋田大学

過去・現在に留まる原因追及型ではなく、教育相談に使える未来
【選択】成長を引き出す教育相談
志向・解決志向の問題解決の技法について学ぶ。また問題解決 渡部 昌平（秋田県立大学総合科学教育研究セ
秋田県秋田市
～解決志向・予防・開発のカウン
だけでなく、予防・開発教育につながるカウンセリング技法につい ンター准教授）
セリング技法
て、グループワーク・ロールプレイング等を通じて体験的に学ぶ。

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校、中学校
全教科、高校全
教科

6,000円

40人

平成30年5月10日～
平成30年7月10日

平30-10012504732号

018-889-3205

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

秋田大学

過去・現在に留まる原因追及型ではなく、教育相談に使える未来
【選択】成長を引き出す教育相談
志向・解決志向の問題解決の技法について学ぶ。また問題解決 渡部 昌平（秋田県立大学総合科学教育研究セ
秋田県秋田市
～解決志向・予防・開発のカウン
だけでなく、予防・開発教育につながるカウンセリング技法につい ンター准教授）
セリング技法
て、グループワーク・ロールプレイング等を通じて体験的に学ぶ。

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校、中学校
全教科、高校全
教科

6,000円

40人

平成30年5月10日～
平成30年7月11日

平30-10012504733号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】声と楽器を用いた多様な
音楽実践と指導法

小学校音楽科で取り扱われている様々な領域の実践活動の土
台となる「耳の育成」を目的とした内容を取り扱います。主に低学
年と中学年を対象とし，声や打楽器を用いた音や音楽の表現・聴
吉澤 恭子（教育文化学部教授）
取活動を展開していくための基本的な知識を身につけ，多様な実
践を体験していただきます。さらに音楽と他教科（国語、体育、図
画工作）を融合させた応用的実践とその指導法も取り上げます。

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校

6,000円

12人

平成30年5月10日～
平成30年7月11日

平30-10012504734号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】小学校英語教育

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

秋田県秋田市

教諭

小学校、中学校
（英語）、高校（英 12,000円
語）

40人

平成30年5月10日～
平成30年7月11日

平30-10012504735号

018-889-3205

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

秋田大学

作物の生産を阻害する病害虫を防除するためには、的確な診断
【選択】作物の病害診断Ⅰ（顕微
古屋 廣光(秋田県立大学生物資源科学部教
技術と発生生態に関する知識が必要である。本講習では、秋田
鏡の利用を中心とした糸状菌病
授)
秋田県秋田市
県内で発生する主要病害について、診断技術と発生生態に関す
の診断法）
戸田 武（秋田県立大学生物資源科学部助教）
る基礎的知識を実習形式で学ぶ。

6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校（理科）、
高校（理科・農
業）

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年7月11日

平30-10012504736号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】保育内容の基礎と実践
(幼児理解)

・保育における発達や援助の方法、環境構成などについて学び
を深める。
・バズセッションを通して発達理解を深める。
・エピソードの読み取りから、幼児理解を深める。

蛭田 一美(聖園学園短期大学講師)
猿田 興子(聖園学園短期大学講師)

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月11日

平30-10012504737号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】保育内容の基礎と実践
(幼児理解)

・保育における発達や援助の方法、環境構成などについて学び
を深める。
・バズセッションを通して発達理解を深める。
・エピソードの読み取りから、幼児理解を深める。

蛭田 一美(聖園学園短期大学講師)
猿田 興子(聖園学園短期大学講師)

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼稚園

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月12日

平30-10012504738号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】保育内容の基礎と実践
(幼児理解)

・保育における発達や援助の方法、環境構成などについて学び
を深める。
・バズセッションを通して発達理解を深める。
・エピソードの読み取りから、幼児理解を深める。

蛭田 一美(聖園学園短期大学講師)
猿田 興子(聖園学園短期大学講師)

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼稚園

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月13日

平30-10012504739号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】幼児と環境・表現（幼児と 子どもと自然、幼児造形、遊びなどの視点から、保育における発 永井 博敏(聖園学園短期大学学生部長・教授)
秋田県秋田市
自然・幼児と造形）
達や援助の方法、環境構成などについて学びを深める。
小笠原 京子(聖園学園短期大学教授)

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月11日

平30-10012504740号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】幼児と環境・表現（幼児と 子どもと自然、幼児造形、遊びなどの視点から、保育における発 永井 博敏(聖園学園短期大学学生部長・教授)
秋田県秋田市
自然・幼児と造形）
達や援助の方法、環境構成などについて学びを深める。
小笠原 京子(聖園学園短期大学教授)

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼稚園

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月12日

平30-10012504741号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】幼児と環境・表現（幼児と 子どもと自然、幼児造形、遊びなどの視点から、保育における発 永井 博敏(聖園学園短期大学学生部長・教授)
秋田県秋田市
自然・幼児と造形）
達や援助の方法、環境構成などについて学びを深める。
小笠原 京子(聖園学園短期大学教授)

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼稚園

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月13日

平30-10012504742号

018-889-3205

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

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月11日

平30-10012504743号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】現代社会と家庭

福島 淳（秋田県立大学生物資源科学部応用
生物科学科教授）
水野 幸一（秋田県立大学生物資源科学部応
用生物科学科准教授）
志村 洋一郎（秋田県立大学生物資源科学部
応用生物科学科助教）
宮腰 昌利（秋田県立大学生物資源科学部応
用生物科学科助教）

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

12時間

秋田県秋田市
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【選択】現代社会と家庭

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

秋田県秋田市

秋田大学

【選択】現代社会と家庭

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

秋田県秋田市

秋田大学

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

秋田大学

【選択】ＩＣＴを活用した理科授業
の構想

秋田大学

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

秋田県横手市

秋田大学

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

秋田県大館市

秋田大学

作物の生産を阻害する病害虫による被害の予防、回避、および
防除には、発生生態の知識と的確かつ迅速な病害虫の診断技
【選択】作物の病害診断Ⅱ（電子
術が必要です。本講習では、秋田県内で発生している病害虫を 藤 晋一（秋田県立大学生物資源科学部教授）
顕微鏡と生物工学を用いたウイ
秋田県秋田市
材料として、医学分野でも頻繁に用いられている、血清学、ある
ルス病診断）
いは遺伝子工学を利用した病原菌の診断技術についての実験と
講義を行います。

秋田大学

教科の学習目標を達成するために教師や児童生徒がICTを活用
することを求められている。ここでは，理科の学習において，教員
が授業の中で効果的に活用する方法や，児童生徒が授業やそ
田口 瑞穂（教育文化学部講師）
の前後で活用する方法を学ぶ。次に，ICTの活用場面を想定した
教材や指導案を作成する。それらを受講者同士で互いに評価し
合うことにより，実際の授業で生かせるものに仕上げる。

・世界はグローバル化とその逆の流れが平行して進み、正解の
ない課題、経験したことがない課題と直面する時代。このような
「多文化共生」時代を生きる子どもたちには、コミュニケーション能
力の育成が極めて重要である。・演劇訓練スキルによるコミュニ 根岸 均（秋田大学橫手分校長）
ケーション能力向上を目指し、教師自身が身体性や身体感覚を 栗城 宏（非常勤講師）
豊かにすることで、他者との関係づくりが進むことを体感する。そ
して、児童生徒のコミュニケーション能力を高める実践的な指導
力を身に付ける。

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

対象職種

主な受講対象者

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼稚園

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月12日

平30-10012504744号

018-889-3205

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

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼稚園

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月13日

平30-10012504745号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

18時間

平成30年8月9日～
平成30年8月11日

教諭

小学校、中学校
（理科・技術・家
庭）、高校（理科・ 18,000円
家庭・情報・農
業・工業・水産）

24人

平成30年5月10日～
平成30年7月12日

平30-10012504746号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

12時間

平成30年8月9日～
平成30年8月10日

教諭

小学校、中学校
（理科）

12,000円

16人

平成30年5月10日～
平成30年7月12日

平30-10012504747号

018-889-3205

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

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校、中学校
（理科・技術）、高
校（理科・工業）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年7月12日

平30-10012504748号

018-889-3205

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

6時間 平成30年8月25日

教諭

小学校、中学校
（理科・技術）、高
校（理科・工業）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年7月28日

平30-10012504749号

018-889-3205

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

6時間 平成30年8月9日

教諭

高校（理科・農
業）

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年7月12日

平30-10012504750号

018-889-3205

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

秋田県仙北市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

40人

平成30年5月10日～
平成30年7月13日

平30-10012504751号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】演劇訓練スキルによるコ
ミュニケーション能力の向上

秋田大学

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

秋田県横手市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校、中学校
（理科・技術）、高
校（理科・工業）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年7月13日

平30-10012504752号

018-889-3205

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

秋田大学

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

秋田県大館市

6時間 平成30年8月26日

教諭

小学校、中学校
（理科・技術）、高
校（理科・工業）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年7月29日

平30-10012504753号

018-889-3205

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

化学物質汚染や自然災害など様々な環境問題に対する不適切
な判断(無関心、過剰な怖れや期待など)が、個人や社会に影響
を与えることがあります。講習では確率の概念である「リスク」をも
金澤 伸浩（秋田県立大学システム科学技術学
のさしとして、科学的な判断をするための方法を学びます。総合
秋田県秋田市
部経営システム工学科准教授）
学習や日常の生活指導などにおいて、自律した冷静な判断を促
すほか、科学への関心を高めるためにも役立ちます。本講習は
参加型の講義形式(アクティブラーニング)で行います。

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
養護教諭、中学
校全教科、高校
全教科

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年7月13日

平30-10012504754号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】リスクで考える環境問題

23 / 271 ページ

平成３０年度（第３回）認定
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

ＵＲＬ

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年8月11日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
養護教諭、中学
校全教科、高校
全教科

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年7月14日

平30-10012504755号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月11日

教諭

幼稚園，小学校，
特別支援，中学
校(家庭)，高校
(家庭)

6,000円

15人

平成30年5月10日～
平成30年7月14日

平30-10012504756号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月11日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
(音楽)、高校(音
楽）

6,000円

16人

平成30年5月10日～
平成30年7月14日

平30-10012504757号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月11日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年7月14日

平30-10012504758号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】リスクで考える環境問題

秋田大学

【選択】家庭科における授業づくり

家庭科をめぐる今日的な課題を確認したうえで，小・中・高等学校
の学習内容の関連性を意識しながら，児童・生徒が生涯にわたり
堀江 さおり（教育文化学部准教授）
自立した生活を送る主体となるための基礎的な能力の獲得を目
指す指導の在り方を検討していく。

秋田大学

指揮法の基本的な型を確認・練習したのち、ベートーヴェン作曲
『コリオラン』序曲をメインの教材として指揮実技の訓練を行いま
す。この過程で各自の課題の改善を図ります。受講者は４台のピ
【選択】指揮法の応用と課題解決 アノに分かれて片手でいいのでピアノ用に編曲された同曲の演 石原 慎司（教育文化学部講師）
奏に参加して頂きます。ピアノはみんなで弾くので上手でなくても
大丈夫です。指揮棒は各自持参可。安価なタイプの指揮棒は当
日用意しておきます。試験は『コリオラン』の指揮です。
一般的に「デザイン」は造形表現の対象として扱われるが、現在
では「世の中の諸問題を解決する手段」として重視されている。学
校現場の場面でも、学習環境の改善、教材研究の効率化など、
有効に作用する部分が数多く存在する。このデザインを「情報」と
いう面からみると「『わかりやすさ』をどのようにつくっていくか」と 石井 宏一(教育文化学部准教授)
いうことがポイントとなる。本講義では「わかりやすさのデザイン」
をキーワードに、「情報デザイン」の基礎的な内容について理解を
深めるとともに、情報デザインを展開する上で必要な知識・技術
の習得を目的とする。

認定番号

対象職種

化学物質汚染や自然災害など様々な環境問題に対する不適切
な判断(無関心、過剰な怖れや期待など)が、個人や社会に影響
を与えることがあります。講習では確率の概念である「リスク」をも
金澤 伸浩（秋田県立大学システム科学技術学
秋田県秋田市
のさしとして、科学的な判断をするための方法を学びます。総合
部経営システム工学科准教授）
学習や日常の生活指導などにおいて、自律した冷静な判断を促
すほか、科学への関心を高めるためにも役立ちます。本講習は
参加型の講義形式(アクティブラーニング)で行います。

時間数

受講者募集期間

講習の期間

講習の開催地

受講人数

電話番号

秋田大学

【選択】情報デザイン入門

秋田大学

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月16日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（社会）、
高校（地歴）

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年7月19日

平30-10012504759号

018-889-3205

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

秋田大学

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年10月28日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（社会）、
高校（地歴）

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年9月30日

平30-10012504760号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

平成30年8月16日～
18時間
平成30年8月18日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

15人

平成30年5月10日～
平成30年7月19日

平30-10012504761号

018-889-3205

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

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

15人

平成30年5月10日～
平成30年9月8日

平30-10012504762号

018-889-3205

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

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

【選択】地理学的な調べ方・考え
方・まとめ方を学ぶ

地理学的な調べ方・考え方・まとめ方について、生産関係の地理
学、生活背景の地理学、地域イメージの地理学、地形図・空中写
真・地理(景観）写真の活用基礎、野外観察実習、「風土産業」等
を通じて学び、また、「地理」学習・授業上の工夫・問題点を受講
篠原 秀一(教育文化学部教授)
者間で討論・意見交換する。幼小中高教諭の授業内容の充実に
資するだけではなく、養護･栄養教諭の職務にも資する、「世界を
広くとらえて視野の狭さを廃する」［地理学的なものの見方］等を
紹介解説し、参加者全員でその改善を討議する。

【選択】地理学的な調べ方・考え
方・まとめ方を学ぶ

地理学的な調べ方・考え方・まとめ方について、生産関係の地理
学、生活背景の地理学、地域イメージの地理学、地形図・空中写
真・地理(景観）写真の活用基礎、野外観察実習、「風土産業」等
を通じて学び、また、「地理」学習・授業上の工夫・問題点を受講
篠原 秀一(教育文化学部教授)
者間で討論・意見交換する。幼小中高教諭の授業内容の充実に
資するだけではなく、養護･栄養教諭の職務にも資する、「世界を
広くとらえて視野の狭さを廃する」［地理学的なものの見方］等を
紹介解説し、参加者全員でその改善を討議する。

秋田県秋田市

平成30年10月6日～
18時間
平成30年10月8日

【選択】学童期の栄養

学童期の栄養障害には、肥満と栄養不良、痩せが挙げられる。
肥満は、劣等感、引っ込み思案、運動能力の低下などの原因と
なり、心理的にも日常生活面でも好ましくない。過度の肥満は児
童のメタボリックシンドロームを引き起こし、将来、生活習慣病に
なるリスクを高める。講習では学童期の肥満の現状、原因、リス
ク、栄養アセスメント等について学習する。

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月16日

栄養教諭

栄養教諭

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年7月19日

平30-10012504763号

018-889-3205

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

【選択】環境問題のとらえ方

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月16日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年7月19日

平30-10012504764号

018-889-3205

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

進藤 祥子（聖霊女子短期大学生活文化科准
教授）
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時間数
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秋田大学

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

秋田県秋田市

秋田大学

佐竹氏は21世義宣の時代に常陸より出羽国秋田に移封し、義宣
が初代藩主となって秋田藩を形成する。天正18年(1590)、小田原
の北条氏が豊臣秀吉に屈服すると、義宣は北条氏の旧領に移さ
【選択】佐竹氏と東国の大名たち
れた徳川家康と対峙したが、それまでは南の北条氏と北の伊達 渡辺 英夫(教育文化学部教授)
‐近世大名の成立過程‐
氏に挟まれ、厳しい軍事的緊張下に置かれていた。講習では、
佐竹氏が上杉氏や武田氏、蘆名氏や岩城氏等と合従連衡を繰り
返しながら近世大名へと転換した歴史過程について考察する。

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月17日

秋田大学

佐竹氏は21世義宣の時代に常陸より出羽国秋田に移封し、義宣
が初代藩主となって秋田藩を形成する。天正18年(1590)、小田原
の北条氏が豊臣秀吉に屈服すると、義宣は北条氏の旧領に移さ
【選択】佐竹氏と東国の大名たち
れた徳川家康と対峙したが、それまでは南の北条氏と北の伊達 渡辺 英夫(教育文化学部教授)
‐近世大名の成立過程‐
氏に挟まれ、厳しい軍事的緊張下に置かれていた。講習では、
佐竹氏が上杉氏や武田氏、蘆名氏や岩城氏等と合従連衡を繰り
返しながら近世大名へと転換した歴史過程について考察する。

秋田県秋田市

秋田県秋田市

遊びを通して数学を学ぶ、また、遊びに数学を見出すなどの活動
は、算数・数学に対する関心・意欲・態度の育成を図る手立ての1
つである。本講習はチャイニーズリングという知恵の輪をモデル
に、小学校算数科、中学校及び高等学校数学科の教材としてそ 杜 威(教育文化学部教授)
れぞれ開発することを目指して、制作・解き方の習熟及び教材開
発の3段構えで展開するものである。なお、知恵の輪を数学で捉
えるとき、数え上げ、二進数及び数列という3つの方法を用いる。

秋田大学

【選択】知恵の輪

秋田大学

幼児期の発達の特性を「遊び」と「学び」をキーワードとして考え
山名 裕子(教育文化学部准教授)
【選択】幼児期の発達と教育の独 る。そこから、幼児期の教育・保育の独自性とは何かという課題
奥山 順子(教育文化学部教授)
を、主に幼児の主体的活動と保育の意図という側面から、今日的
自性
瀬尾 知子(教育文化学部准教授)
課題を踏まえて考察する。

秋田大学

ＰＣのみならず、スマートフォン、ゲーム機等、携帯型ネット機器
の普及により、子どもたちのインターネット利用はより身近になる
一方、「ネットいじめ」や犯罪等のトラブルに巻き込まれる危険性 鈴木 翔（大学院理工学研究科助教）
【選択】大人が支えるインターネッ
が問題となっています。そこで、養護教諭や栄養教諭を含む学校 森川 勝栄（秋田県教育庁生涯学習課社会教
トセーフティを考える
関係者が、子どもたちのインターネット利用の問題を理解し、保護 育主事）
者や地域住民による子どもたちの健全なインターネット利用環境
づくりのあり方について考えます。

秋田県秋田市

秋田大学

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

秋田大学

物体の運動についての有名な法則の一つとして運動量保存則が
ある。他にもエネルギー保存則や角運動量保存則などが知られ
【選択】力学における保存則と対
ている。この講習ではこれらの保存則がどのような時になぜ成り 小野田 勝（大学院理工学研究科教授）
称性
立つのかについて、物理的な対象が持つ対称性の観点から考察
し理解を深める。

【選択】現代社会における学校・
教育と不平等・格差

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

秋田県秋田市

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小学校、中学校
（理科・技術・家
庭）、高校（理科・
教諭
18,000円
栄養教諭 家庭・情報・農
業・工業・水産）、
栄養教諭

24人

平成30年5月10日～
平成30年7月20日

平30-10012504765号

018-889-3205

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

教諭

小学校、中学校
（社会）、高校（地
歴）

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年7月20日

平30-10012504766号

018-889-3205

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

6時間 平成30年9月30日

教諭

小学校、中学校
（社会）、高校（地
歴）

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年9月2日

平30-10012504767号

018-889-3205

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

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校、中学校
（数学）、高校（数
学）

6,000円

12人

平成30年5月10日～
平成30年7月20日

平30-10012504768号

018-889-3205

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

教諭

幼稚園、小学校、
18,000円
特別支援学校

120人

平成30年5月10日～
平成30年7月20日

平30-10012504769号

018-889-3205

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

18時間

18時間

平成30年8月17日～
平成30年8月19日

平成30年8月17日～
平成30年8月19日

6時間 平成30年8月18日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

15人

平成30年5月10日～
平成30年7月21日

平30-10012504770号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月19日

教諭

小学校、中学校
（音楽）、高校（音
楽）

6,000円

12人

平成30年5月10日～
平成30年7月22日

平30-10012504771号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月25日

教諭

高校（理科）

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年7月28日

平30-10012504772号

018-889-3205

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

12時間

平成30年8月25日～
平成30年8月26日

教諭
養護教諭

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

30人

平成30年5月10日～
平成30年7月28日

平30-10012504773号

018-889-3205

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

【選択】地域づくりワークショップ

地域づくりに関する講義とワークショップをおこなう。第1日目は、
講義を中心に進める。講義内容は、秋田県下の地域づくり活動
の事例や住民との関与のあり方について解説するとともに、合意 荒樋 豊（秋田県立大学生物資源科学部教授）
秋田県大潟
形成のためのワークショップ手法の習得を目指す。第2日目は、 渡辺 千明（秋田県立大学木材高度加工研究
村、能代市
農村現場に出かけ、現地見学や住民との協議などの研修をおこ 所准教授）
なう。 なお、本講習は、県内２箇所（能代と横手）において、各
１回開催する。

12時間

平成30年8月25日～
平成30年8月26日

教諭

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

20人

平成30年5月10日～
平成30年7月28日

平30-10012504774号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】地域づくりワークショップ

地域づくりに関する講義とワークショップをおこなう。第1日目は、
講義を中心に進める。講義内容は、秋田県下の地域づくり活動
の事例や住民との関与のあり方について解説するとともに、合意 荒樋 豊（秋田県立大学生物資源科学部教授）
形成のためのワークショップ手法の習得を目指す。第2日目は、 渡辺 千明（秋田県立大学木材高度加工研究 秋田県横手市
農村現場に出かけ、現地見学や住民との協議などの研修をおこ 所准教授）
なう。 なお、本講習は、県内２箇所（能代と横手）において、各
１回開催する。

12時間

平成30年9月1日～
平成30年9月2日

教諭

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

20人

平成30年5月10日～
平成30年8月4日

平30-10012504775号

018-889-3205

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

秋田大学

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

20人

平成30年5月10日～
平成30年7月29日

平30-10012504776号

018-889-3205

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

秋田大学

秋田大学

秋田県秋田市

秋田県秋田市
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6時間 平成30年8月26日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
（国語）

6,000円

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年9月2日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
（国語）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年8月5日

平30-10012504777号

018-889-3205

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

秋田県北秋田
市

6時間 平成30年9月9日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
（国語）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年8月12日

平30-10012504778号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月26日

教諭

高校（数学・情
報）

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年7月29日

平30-10012504779号

018-889-3205

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

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

秋田県横手市

6時間 平成30年9月1日

教諭

中学校（英語）、
高校（英語）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年8月4日

平30-10012504780号

018-889-3205

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

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月8日

教諭

中学校（英語）、
高校（英語）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年8月11日

平30-10012504781号

018-889-3205

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

秋田大学

本講習では、小学校教員が英語または外国語活動を担当する上
で重要と思われる知識について学んでいきます。具体的には、文
【選択】小学校英語指導の基礎知
字指導、フォニックス指導、読み聞かせ指導、また第二言語習得 若有 保彦(教育文化学部准教授)
識
の理論の基礎的な内容や外国語担当教員に求められる資質等
について扱う予定です。

秋田県横手市

6時間 平成30年9月2日

教諭

小学校で英語ま
たは外国語活動
を担当される教員

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年8月5日

平30-10012504782号

018-889-3205

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

秋田大学

本講習では、小学校教員が英語または外国語活動を担当する上
で重要と思われる知識について学んでいきます。具体的には、文
【選択】小学校英語指導の基礎知
字指導、フォニックス指導、読み聞かせ指導、また第二言語習得 若有 保彦(教育文化学部准教授)
識
の理論の基礎的な内容や外国語担当教員に求められる資質等
について扱う予定です。

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月9日

教諭

小学校で英語ま
たは外国語活動
を担当される教員

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年8月12日

平30-10012504783号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月8日

教諭

小学校，中学校
（数学），高校（数
学）

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年8月11日

平30-10012504784号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月8日

教諭

中学校（数学）、
高校（数学・情
報）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年8月11日

平30-10012504785号

018-889-3205

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

講習の概要

担当講師

講習の開催地

秋田大学

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

秋田県横手市

秋田大学

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

秋田大学

部屋割り論法（鳩の巣原理）は高等学校学習指導要領（数学編）
において、整数の性質に関連して扱われている。高等数学にお
ける存在性証明における有力な手段であるが、学習指導要領の
【選択】部屋割り論法と存在性証
山村 明弘（大学院理工学研究科教授）
他の項目と性格が異なり、高校生にとって分かりにくい面があ
明
る。本講習では部屋割り論法の整数の性質への応用以外に高校
生が興味を引くであろう組合せの問題を取り上げその有用性を
示し、存在性証明の意義について考察する。

秋田大学

【選択】英語教材研究の視点

秋田大学

【選択】英語教材研究の視点

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

秋田大学

【選択】初等整数論とその応用

整数全体｛…,-2,-1,0,1,2,…｝に関する基本原理から出発し, 既知
な事柄（素因数分解とその一意性, ピタゴラスの定理の自然数解
全体）や発展的話題（合同式を用いたRSA暗号等）について考察
大内 将也（教育文化学部准教授）
し理解を深める. また、整数全体が環という数学的対象の一つの
例であることを紹介し, 慣れ親しんだ計算方法について環の定
義・性質から考察する.

秋田大学

【選択】人工知能と呼ばれるモノ

近年、人工知能と呼ばれるモノがいろいろな分野に進出している
が、その多くの基本構造は高校から大学初年次の数学を用いて
記述することが出来る。本講義ではこれを平易に解説したい。若
河上 肇(大学院理工学研究科教授)
い世代ほどその将来を人工知能と呼ばれるモノに左右される可
能性が高いであろう。そのような世代が通う学校の先生方の教育
指導の一助となればと考えている。

秋田大学

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月8日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年8月11日

平30-10012504786号

018-889-3205

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

秋田大学

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年11月10日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年10月13日

平30-10012504787号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】幼児の理解と評価

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月8日

教諭

幼稚園

6,000円

40人

平成30年5月10日～
平成30年8月11日

平30-10012504788号

018-889-3205

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

秋田大学

生物学は、遺伝子の本体であるDNAの理解によって様変わりし
ました。遺伝子のレベルで生物学を説明することが可能になって 村口 元（秋田県立大学生物資源科学部応用
【選択】遺伝子から学ぶ最先端生 きました。今回、遺伝子のレベルで説明する生物学の講義をまと 生物科学科准教授）
物学
めてみることにしました。遺伝子からDNA組換え技術、細胞や個 村田 純（秋田県立大学生物資源科学部応用
体発生への理解などの課題を遺伝子を中心に講義をします。当 生物科学科教授）
日、テキストを配布する予定です。

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月16日

教諭

中学校（理科）、
高校（理科）

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年8月19日

平30-10012504789号

018-889-3205

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

幼児の教育・保育を充実させていく上での不可欠で重要な専門
性が「幼児の理解」であり改めて、主体的な活動の確保、と一人
一人行動の理解と予想に基づいた、計画的な環境を構成するこ
と、さらには幼児一人一人の発達を保障していくために、保育に
おいて、何をどのように評価していくのかを考察する。

畠山 君子（聖霊女子短期大学講師）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

秋田大学

高等学校の数学Bにおける「確率分布と統計的な推測」について
理解を深めることを目的とする。確率変数の期待値に関する性
質，二項分布と正規分布の関係などについて触れ，統計的な推
宇野 力（教育文化学部教授）
【選択】確率分布と統計的な推測
測の考えがなぜ必要なのかみていく。課題研究を進めるうえでも
有用な，高校生でもできるデータ分析の方法についても取り上げ
る。

秋田大学

【選択】柔道の指導法

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

秋田大学

【選択】学校づくりと教職員の課
題

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

秋田大学

【選択】学校づくりと教職員の課
題

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

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月17日

教諭

高校（数学）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年8月20日

平30-10012504790号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月22日

教諭

中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）、部活動で
柔道の指導にあ
たる教諭

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年8月25日

平30-10012504791号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月22日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年8月25日

平30-10012504792号

018-889-3205

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年11月17日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年10月20日

平30-10012504793号

018-889-3205

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

秋田大学

物理は様々な運動を記述する力学から、波動、電磁気あるいは
原子といった複数の分野から成ります。各分野を個別に理解しよ
うすると学習量が増えていきます。一見、複雑そうな物理現象に
関連性や規則性を見出し、体系的に理解するのが物理学の醍醐
田沼 慶忠（理工学部准教授）
【選択】量子力学からみる超伝導
味でもあります。超伝導は固体中の物理現象の一つにしかすぎ
ないですが、そこに潜む豊富な物理を理解することで物理の知識
や考え方を補修する良い題材の一つと考えます。本講習が物理
教育の一躍になればと思います。

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月23日

教諭

高校（理科）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年8月26日

平30-10012504794号

018-889-3205

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

秋田大学

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月29日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（社会）、
高校（地歴）

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年9月1日

平30-10012504795号

018-889-3205

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

秋田大学

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年10月27日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（社会）、
高校（地歴）

6,000円

10人

平成30年5月10日～
平成30年9月29日

平30-10012504796号

018-889-3205

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

秋田大学

学校における危機管理に関わって、教育行政機関との関係、学
校内の教職員間の関係、児童・生徒や親・保護者、地域住民との
関係について、権利・義務関係など、法的、制度的、政策的な問
【選択】危機管理と教職員の課題 題点を整理し、今後のあるべき姿、取り組むべき方策などを検討 佐藤 修司(大学院教育学研究科教授)
する。政策上、理論上の課題について概説した後、受講者の勤
務する学校での事例を取り上げ、受講者全員との議論を通じて、
解決の道を模索する。

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月29日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年9月1日

平30-10012504797号

018-889-3205

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

秋田大学

学校における危機管理に関わって、教育行政機関との関係、学
校内の教職員間の関係、児童・生徒や親・保護者、地域住民との
関係について、権利・義務関係など、法的、制度的、政策的な問
【選択】危機管理と教職員の課題 題点を整理し、今後のあるべき姿、取り組むべき方策などを検討 佐藤 修司(大学院教育学研究科教授)
する。政策上、理論上の課題について概説した後、受講者の勤
務する学校での事例を取り上げ、受講者全員との議論を通じて、
解決の道を模索する。

秋田県秋田市

6時間 平成30年12月1日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年11月3日

平30-10012504798号

018-889-3205

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

秋田県湯沢市

6時間 平成30年10月13日

教諭

小学校、中学校
（理科）

6,100円

15人

平成30年5月10日～
平成30年9月15日

平30-10012504799号

018-889-3205

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

小学校や中学校理科の学習においては，実際の地層や露頭の
観察を行う内容があるが，その野外観察の実施率は低い。その
理由の一つとして，実際の露頭などでの指導方法に自信がな
い，ということが明らかになっている。そこで，ゆざわジオパークを
田口 瑞穂（教育文化学部講師）
利用して実際の露頭観察等を行い，野外観察学習の実際を体験
する。その上で，指導方法を学んだり考えたりすることで資質・能
力を高め，現場にて野外観察実習を指導できるようになることを
目的とする。

秋田大学

【選択】ゆざわジオパークで学ぶ
大地のつくりと変化

秋田大学

「特別支援教育」の充実・発展に向けて、教員には、より一層の
実践力及び専門性が求められている。その一助となることを期待
【選択】特別支援教育-アセスメン し、本講習では、発達障害のある子どもに対するアセスメント方法
鈴木 徹(教育文化学部講師)
トに基づいた支援や実際の支援方略について、具体的事例を紹介しながら学ぶと
ともに、グループワークなどを行い「アセスメントから具体的な支
援へ」と結びつける力を養う。

秋田県秋田市

6時間 平成30年10月21日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科、養
護教諭

6,000円

40人

平成30年5月10日～
平成30年9月23日

平30-10012504800号

018-889-3205

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

秋田大学

「特別支援教育」の充実・発展に向けて、教員には、より一層の
実践力及び専門性が求められている。その一助となることを期待
【選択】特別支援教育-アセスメン し、本講習では、発達障害のある子どもに対するアセスメント方法
鈴木 徹(教育文化学部講師)
トに基づいた支援や実際の支援方略について、具体的事例を紹介しながら学ぶと
ともに、グループワークなどを行い「アセスメントから具体的な支
援へ」と結びつける力を養う。

秋田県秋田市

6時間 平成30年10月27日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科、養
護教諭

6,000円

40人

平成30年5月10日～
平成30年9月29日

平30-10012504801号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/
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小学校、中学校
(保健体育)、高校
(保健体育）、養護
教諭
養護教諭 教諭、部活動で
陸上競技の指導
にあたる教諭

6,000円

50人

平成30年5月10日～
平成30年9月29日

平30-10012504802号

018-889-3205

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

【選択】陸上競技の指導法

陸上競技の指導法について，実技実習を行う．各種の走る，跳
ぶ，投げるという実践を通じて，陸上競技の運動の仕組みを理解
し，技能や体力，運動意欲を向上させるうえで効果的な指導法に 松下 翔一（教育文化学部講師）
ついて学習する．陸上競技のトレーニング方法，技術，さらに陸
上運動の取り扱いなどについて学習を深める．

秋田県秋田市

6時間 平成30年10月27日

【選択】学校教育におけるサイエ
ンスコミュニケーション

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年10月28日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年9月30日

平30-10012504803号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】色彩デザイン・色彩構成
の基礎

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

秋田県秋田市

6時間 平成30年11月10日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（美術）、
高校（美術）

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年10月13日

平30-10012504804号

018-889-3205

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

秋田大学

植物バイオテクノロジーは、農業の生産性向上に欠かせない技
術として、様々な分野で利用されています。本講義では、植物バ
イオテクノロジーの概要と作物の育種効率を飛躍的に向上させた
【選択】植物バイオテクノロジーと
植物バイオテクノロジーの利用について、研究事例を交えて解説
バイオイメージング
します。また、電子顕微鏡やレーザー共焦点顕微鏡などの高分
解能イメージング装置を用いたバイオイメージングの原理と応用
例についても解説します。当日、テキストを配付する予定です。

王 敬銘（秋田県立大学生物資源科学部准教
授）
尾崎 紀昭（秋田県立大学生物資源科学部准
教授）

秋田県秋田市

6時間 平成30年11月18日

教諭

中学校(理科)、高
校(理科・農業）

6,000円

20人

平成30年5月10日～
平成30年10月21日

平30-10012504805号

018-889-3205

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

秋田大学

【選択】学校、家庭、地域の連携
協力の実践と分析

学校、家庭、地域の連携協力による子どもの教育、学習支援が
目指すものは何か、その具体的な取組みはどのように行われて
いるか、その課題は何か、それぞれが配慮すべきことは何か、具
体的に実践できることは何か等について事例をもとに考察する。

原 義彦（大学院教育学研究科教授）
佐々木 伸一（秋田県教育庁中央教育事務所
主任社会教育主事）
古内 一樹（大学院教育学研究科特別教授）

秋田県秋田市

6時間 平成30年12月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

6,000円

35人

平成30年5月10日～
平成30年11月10日

平30-10012504806号

018-889-3205

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

山形大学

【選択】国語教材の研究

国語科教材として用いられる現代文、古文、漢文それぞれの領
福山 泰男（人文社会科学部担当教授）
域について、例となる題材を用いながら、解釈とそれに関わる事
中澤 信幸（人文社会科学部担当教授）
項を講述する。受講者による演習形式を用いる時間もある。最終
森岡 卓司（人文社会科学部担当准教授）
日の筆記試験によって成績認定を行う。

山形県山形市

教諭

中学校教諭（国
語）、高等学校教 18,000円
諭（国語）

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504549号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】日本仏教史再考

近年、日本仏教史は、大いなる変容を遂げています。そこで、『仏
教入門』（松尾剛次著 岩波ジュニア新書）という教科書を使いな
がら、古代から近世までの仏教史について講義します。とくに、鎌
松尾 剛次（人文社会科学部担当教授）
倉新仏教については、鎌倉新仏教の代表とされる親鸞と、従来
は旧仏教者として日陰者扱いされてきた叡尊・忍性を中心に講ず
る。

山形県山形市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校教諭（社
会），高等学校教
諭（地理歴史）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504550号

023-628-4712

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

山形大学

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

山形県山形市

6時間 平成30年8月9日

教諭

高等学校教諭
（地歴）、中学校
教諭（社会）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504551号

023-628-4712

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

山形大学

ヨーロッパの近代社会は中世の封建的社会をすべて否定するこ
とによって成立したわけではない。ヨーロッパ独特の中世的、近
世的な社会制度や文化のなかには、近現代社会の中に再生され
【選択】近代へといたるヨーロッパ ているものも少なくない。近現代社会を考える上で重要だと考え
山崎 彰（人文社会科学部担当教授）
の道
るトピックスを、中世から近代成立期のヨーロッパ史の中に見い
だし、論じる。次の３つの論点を、ドイツ（ブランデンブルク）の場
合に即して扱う。「１ 中世社会のコミュニティ（村と町）」「２ 近世
の宮廷都市と宗教改革」「３ 啓蒙の時代における公論と結社」

山形県山形市

6時間 平成30年8月10日

教諭

中学校教諭（社
会）、高等学校教
諭（地歴）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504552号

023-628-4712

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

山形大学

この講習では経済主体の一つである企業に注目し，その行動に
ついて考察する。とくに企業の環境，戦略，組織に注目して，最近
【選択】企業の行動について考え の企業がどのような行動をとっているかを取り上げる。また，国際
西平 直史（人文社会科学部担当准教授）
る―経営学入門
化が進む中で企業のとっている戦略や企業のガバナンスについ
て説明する。いずれも，実際の企業のケースを取り上げることで，
理論だけではなく具体的な取り組みを取り上げる。

山形県山形市

6時間 平成30年8月3日

教諭

高等学校教諭
（公民）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504553号

023-628-4712

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

山形大学

英語の特質を理解するためには，学習者にとっても指導者にとっ
ても英語と日本語の違いを意識することが有効な手段です。本講
習では，一歩踏み込んで，世界の様々な言語の共通点・相違点
【選択】言語類型論から見る英語
を考察する「言語類型論」の見地から，日本語をはじめ，その他 池田 光則（人文社会科学部担当准教授）
の特質
の世界の諸言語と英語を比較することにより，音声，文法，語彙・
意味の各レベルにおいて「英語という言語の特質」を浮かび上が
らせ，それを理解することにつとめます。

山形県山形市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校教諭（英
語）、高等学校教
諭（英語）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504554号

023-628-4712

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

秋田大学

秋田大学

18時間
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平成30年8月1日～
平成30年8月3日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

山形大学

教室での明示的な文法教育が敬遠される昨今であるが、英語を
教える立場にある者が文法について一定の理解と知識を持つこ
とは、生徒の「なぜ」に答える上でも必要かつ有益である。本講習
【選択】文法とは何かー英語教育
では、Apple社のCMで有名になった'Think different'という表現を 鈴木 亨（人文社会科学部担当教授）
における文法の役割
素材に、言語使用と文法の緊張関係について考察し、言語にお
ける文法、社会における文法、言語教育における文法について
理解を深めることを目的とする。

山形大学

【選択】Intercultural
Communication

山形大学

漢字の習得を中心とした文字指導の基本と言語運用能力の向上
【選択】文字（漢字）指導と古典分 を目的とした古典教材の効果的指導法について、実践例を提示
三上 英司（地域教育文化学部担当教授）
しながら解説します。普段お使いの漢字字典・漢和辞典をご持参
野の指導
ください。

山形大学

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

山形県山形市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭（英
語）・高等学校教
諭（英語）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504555号

023-628-4712

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

この講習では、文化的な背景知識が異文化間のコミュニケーショ
ンにどのような影響を与えるかについて考察します。受講者の皆 ライアン・スティーブン（人文社会科学部担当教
山形県山形市
さんに、コミュニケーションのプロセスにおける文化の影響により 授）
意識的になってもらうことを目標とします。

6時間 平成30年8月2日

教諭

中学校教諭（英
語），高等学校教
諭（英語）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504556号

023-628-4712

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

山形県山形市

6時間 平成30年7月28日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504557号

023-628-4712

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

国語学の分野の中で、特に語彙に関する項目に焦点を当てて講
【選択】国語科における語彙の指 義を行う。語の成り立ちや語源についても触れる予定である。
園田 博文（地域教育文化学部担当准教授）
中学校国語科における指導を考えるため、主な受講対象者は中
導
学校教諭（国語科）とする。

山形県山形市

6時間 平成30年8月2日

教諭

中学校教諭（国
語）

6,000円

15人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504558号

023-628-4712

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

山形大学

平成29年に告示された小学校学習指導要領，中学校学習指導
要領の国語科の改善のポイントについて学習する。その上で，こ
三浦 登志一（大学院教育実践研究科担当教
【選択】次期学習指導要領・国語
れからの学習指導をどのように改善すべきかを考える。また，全
授）
科の改訂のポイント
国学力・学習状況調査の調査問題などについての考察を通し
て，授業改善の方向性や学習評価の在り方を探る。

山形県山形市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭〈国語）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504559号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】古典文学教材再入門

中学校･高等学校の古典教材の主なものについて、基本的な読
みと読解の注意点を復習することを目的とする。取り扱う教材
藤田 洋治（地域教育文化学部担当教授）
は、中学や高校の教材としてよく用いられる万葉集･古今和歌集・
枕草子･百人一首・平家物語･奥の細道を予定している。

山形県山形市

6時間 平成30年7月28日

教諭

中学校教諭（国
語）・高等学校教
諭（国語）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504560号

023-628-4712

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

山形大学

新学習指導要領では、国語科の「知識・技能」には、現行学習指
導要領における「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」
を網羅し、「文章の種類に関する理解」「情報活用に関する知識・
【選択】国語科の「知識及び技能」
技能」という新たな内容が盛り込まれている。国語をめぐるこのよ 小川 雅子（地域教育文化学部担当教授）
の教材開発
うな知識や技能は、生涯を支える言語認識や価値観の形成に深
く関わるものである。その重要な内容を、学習者が主体となって
学ぶための教材のあり方について考え、具体的に検討する。

山形県山形市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭（国語）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504561号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】思考力と表現力を育てる
国語科の指導

国語科における「思考力・判断力・表現力」をつけるためには、音
声や文字として現れる言語記号ではなく、個々の学習者の内的
言語活動を主体とする観点が前提になる。学習者の内的言語活
動を主体とするということは、記号主体の学習でわかったつもりに
小川 雅子（地域教育文化学部担当教授）
させるのではなく、学習者自身の見る力・感じる力を耕しながら言
語的思考を深める自己内対話を充実させることである。さらに、
相手や場に応じた多様な表現力を自ら向上させようとする力を育
てるための支援について考える。

山形県山形市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭（国語）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504562号

023-628-4712

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

山形大学

「深い学び」とは、問題解決の文脈で学習者が知識を関連付け、
新たな意味付けを生み出すことである。本講習では、ワークショッ
プ型社会科を扱う。この授業システムは、子どもが自立的に知識
【選択】ワークショップ型社会科で を構造化するのを促す有力な手立ての1つである。なぜなら、学
江間 史明（大学院教育実践研究科担当教授） 山形県山形市
「深い学び」をつくる
習者が試行錯誤する活動（思考）空間を設け、活動後に必ず「ふ
り返り」を書いて自分の言葉で思考を表現することを重視するか
らである。本講座では、受講者の授業レパートリーを拡充すること
を目的としたい。

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（社会）

6,000円

40人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504563号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】社会科（地理）の学習指
導と防災教育

わが国では，阪神・淡路大震災後防災教育の必要性が広く認め
られ，東日本大震災でその成果と課題が浮き彫りにされた。本講
習では，防災教育について考えるとともに，2つの大震災の経験 村山 良之（大学院教育実践研究科担当教授） 山形県山形市
をふまえて変わりつつある社会科教育（とくに地理教育）について
も考える。

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭，高等
学校教諭

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504564号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】倫理学の基礎概念の検討

西洋倫理学思想史において重要な概念を取り上げ、その思想的
背景と問題の広がりについて考察する。今回は「個人」の概念を
松本 大理（地域教育文化学部担当准教授）
取り上げ、その普遍的側面と具体的側面について考察し、平等と
差異の問題について理解を深めることを目指す。

山形県山形市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504565号

023-628-4712

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

山形大学

平成２９年改定の学習指導要領における目標は、「グローバル化
する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会
の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎」を育成すると
【選択】国際理解と社会科の授業 されている。この「国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国
高 吉嬉（地域教育文化学部担当教授）
づくりセミナー
家及び社会の形成者」を育成するためには、あらゆる側面にわ
たって、国際理解の視点を活かした授業を絶えず構想し、実践し
ていく必要がある。そこで、講習では日本の社会科教育における
「国際理解」の課題について考えることにしたい。

山形県山形市

6時間 平成30年7月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

10人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504566号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】算数の教材開発

小学校算数の授業づくりを念頭に理論と実践を往還しながら，算
数の具体的な教材開発を講義のみならず演習を通して学びま
す。次期学習指導要領の実施等を視野に入れ，とりわけ数学的 大澤 弘典（大学院教育実践研究科担当教授） 山形県山形市
活動に係わって体験的に学びます（一部に中学校数学科の内容
を含みます）。

6時間 平成30年7月31日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（数学）

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504567号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/
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ＵＲＬ

【選択】小学校算数科の学習指導

次期学習指導要領において示された数学的に考える資質・能力
を育成するための学習指導について，講義と演習を通じて考察を
行います。特に，小学校算数科において取り組むべき数学的活
平林 真伊（地域教育文化学部担当講師）
動に係り，具体的な教材を分析・開発します。児童が身につける
数学的に考える資質・能力を具体的に明らかにするだけでなく，
自らの資質・能力を高めていくことを目指します。

山形県山形市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504568号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】現代数学の考え方詳論

現代数学の考え方に焦点をあてて講義します。様々な領域から
複数のトピックスを選んでお話しする予定です。内容は決して易し
くないと思いますが理解する上でポイントとなる考え方や見方を
理解してもらえるよう工夫して説明したいと考えています。そのま 皆川 宏之（地域教育文化学部担当教授）
ま使えるテクニックやノウハウに関する話は基本的に行いませ
ん。どのような場面でも柔軟に対応できるような基礎力を自らが
鍛えるきっかけをつかむ場として受講してほしいと思います。

山形県山形市

6時間 平成30年8月3日

教諭

中学校教諭（数
学）、高等学校教
諭（数学）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504569号

023-628-4712

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

山形大学

情報科学の分野では計算や通信の効率等を論じる上で，様々な
場面で数学に基づく議論が必要になります．本講習では，情報科
学の分野における「一見数学とは関係がないように見える事象」
【選択】情報科学の観点から考え
に対しても，数学を用いることで明確に答えを導き出せる例を紹 中西 正樹（地域教育文化学部担当准教授）
る数学
介します．さらに情報科学の例だけでなく，身近に存在する様々
な数学の例も取り上げながら，「論理的思考力」を鍛える指導に
ついて考えます．

山形県山形市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校教諭（数
学），高等学校教
諭（数学）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504570号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】推測統計の基礎

高校数学の範囲である「統計的な推測」について講義する。より
具体的には、母集団と標本、標本平均とその分布、推定を予定し
ている。また時間が許せば、その他の関連するトピックについて
坂口 隆之（地域教育文化学部担当准教授）
も触れる。推測統計の基礎を復習したい高等学校教員、高等学
校で学ぶ確率・統計のイメージを持ち、中高の連結を踏まえた授
業づくりを考えている中学校教員を対象とする。

山形県山形市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中学校教諭（数
学）、高等学校教
諭（数学）

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504571号

023-628-4712

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

山形大学

身の回りや自然界に見られる光学現象や暮らしを支える光学製
【選択】論理的な思考力を育む理 品を題材として、物理学的な視点や考え方を習得し、「論理的な
津留 俊英（地域教育文化学部担当准教授）
思考力」を磨きます。本講習では、演示実験を交えた講義に加え
科授業（物理）
て教材の作製や基礎的な光学実験を予定しています。

山形県山形市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭(理科)

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504572号

023-628-4712

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

山形大学

加藤担当の３時間は、光学顕微鏡の操作と観察、レーベンフック
顕微鏡の製作と観察、簡易型ツルグレン装置（土壌中から微細な
動物を採取する装置）の紹介、および気孔の蒸散量の測定方法
加藤 良一（地域教育文化学部担当教授）
【選択】論理的な思考力を育む理
の紹介などを行う。野々山担当の３時間は、物理学の中で、特に
野々山 信二（地域教育文化学部担当教授）
科授業（生物・物理）
現代物理学である量子力学の基本事項について、シュレディン
ガー方程式の構造を中心に解説する。簡単なプログラミング演習
も行い、物理学における計算機科学の重要性を理解する。

山形県山形市

6時間 平成30年7月26日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（理科）

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504573号

023-628-4712

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

山形大学

小学校理科，中学校理科における指導内容のうち、地学分野に
関する知識・考え方・技能の修得に重点を置いて、実験を交えて
【選択】論理的な思考力を育む理
体験的に講義を行う。具体的には、地質・岩石，鉱物のテーマか 大友 幸子（地域教育文化学部担当教授）
科授業（地学）
ら，河原の礫の観察と岩石標本作成と地質図の利用の仕方，火
山灰の観察を取りあげる。

山形県山形市

6時間 平成30年7月24日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（理科）

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504574号

023-628-4712

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

山形大学

理科教育の研究動向をもとに，小学校理科（一部中学校理科も
含む）の課題を指摘する。そして，児童生徒の実態等に基づき、
新学習指導要領で求められている資質・能力（主体的・対話的で
【選択】小・中学校理科の課題と
深い学び），特に科学的探究能力の育成を目指した小学校理科
学習指導の在り方－新学習指導
今村 哲史（大学院教育実践研究科担当教授） 山形県山形市
（一部中学校理科も含む）の学習指導の在り方について考察す
要領の考えを踏まえて－
る。小学校理科における事例を中心とするため主な受講生は小
学校教諭とするが、小中連携のことも踏まえ、中学校（理科）教諭
の受講も可とする。

6時間 平成30年7月27日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504575号

023-628-4712

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

山形大学

小学校及び特別支援学校音楽科の授業改善のための〈音遊び〉
の可能性を探り、それを〈音楽づくり〉へと発展させる手法を学
【選択】小学校音楽科の指導―<
ぶ。受講者自らが子ども役になって体験し，児童が楽しみながら 佐川 馨（地域教育文化学部担当教授）
音遊び>と<音楽づくり>―
音楽の諸能力を高めることができる教材開発や指導法について
探究する。

山形県山形市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校教諭、特
別支援学校教諭
※音楽免許所有
者を除く

6,000円

25人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504576号

023-628-4712

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

山形大学

音楽科指導の基盤となる「作・編曲法」の技能及び教材分析の能
【選択】音楽科の学習指導Ⅰ（編
力を高め，中学校・高等学校音楽科の指導力を総合的に向上さ
曲法）―教材を用いた合唱編曲
名倉 明子（地域教育文化学部担当准教授）
せることを目指す。
の実践―
※終了時の実技試験は，この講習の受講者全員の前で行う。

山形県山形市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校教諭（音
楽）・高等学校教
諭（音楽）

6,000円

18人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504577号

023-628-4712

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

山形大学

音楽科指導の基盤となる「指揮法」の技能及び教材分析の能力
【選択】音楽科の学習指導Ⅱ（指 を高め，中学校・高等学校音楽科の指導力を総合的に向上させ
揮法）―指揮法の基本と実践― ることを目指す。
※終了時の実技試験は，この講習の受講者全員の前で行う。

山形県山形市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中学校教諭（音
楽）・高等学校教
諭（音楽）

6,000円

18人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504578号

023-628-4712

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

山形大学

本講習では、和楽器（尺八）の技能の修得を通して中学校・高等
【選択】音楽科の学習指導Ⅲ（和 学校音楽科の指導力を向上させることを目指す。具体的には、日
佐川 馨（地域教育文化学部担当教授）
楽器）―尺八で学ぶ日本の音， 本の伝統音楽の魅力を尺八の基礎的な奏法を学ぶことを通して
高橋 一郎（非常勤講師）
音楽―
味わい、西洋音楽とは異なる音の魅力、表現の多様性、古来か
らの日本人の音楽の感性について学ぶ。

山形県山形市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭（音
楽免許所有者）
中学校教諭（音
楽）・高等学校教
諭（音楽）、特別
支援教諭（音楽）

6,000円

18人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504579号

023-628-4712

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

山形大学

渡辺 修身（地域教育文化学部担当教授）
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山形大学

小学校図画工作教育のあり方について実践的に講習します。特
に図工・美術について苦手意識を抱いていたり授業について悩
みのある先生方に是非とも参加していただきたいと考えます。単
【選択】本当の図画工作の授業と
なる講義形式ではなく簡単な題材に取り組み、実際の図工の授 降籏 孝（地域教育文化学部担当教授）
は？－苦手をつくらない教育－
業ビデオをも活用しながら授業場面を想定して題材の提案の仕
方や児童への指導のあり方・評価など実践的な教員研修のため
の講習を目指します。対象は、小学校の学級担任です。

山形県山形市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校教諭

6,000円

24人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504580号

023-628-4712

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

山形大学

小学校図画工作教育のあり方について実践的に講習します。特
に図工・美術について苦手意識を抱いていたり授業について悩
みのある先生方に是非とも参加していただきたいと考えます。単
【選択】本当の図画工作の授業と
なる講義形式ではなく簡単な題材に取り組み、実際の図工の授 降籏 孝（地域教育文化学部担当教授）
は？－苦手をつくらない教育－
業ビデオをも活用しながら授業場面を想定して題材の提案の仕
方や児童への指導のあり方・評価など実践的な教員研修のため
の講習を目指します。対象は、小学校の学級担任です。

山形県山形市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭

6,000円

24人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504581号

023-628-4712

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

山形大学

彫刻という立体芸術がどのように日本に導入されてきたのか。江
戸時代以前の立体作品と明治時代以降の西洋彫刻の影響を受
【選択】図画工作科・美術科にお
けた日本の彫刻の歴史を概観するとともに、その造形的特質や
土井 敬真（地域教育文化学部担当准教授）
ける彫刻の指導－立体から彫刻
造形要素、制作道具などについて講義と実技を通して理解する。
へ－
さらに今後の授業の中で彫刻の課題の指導にどのように活かし
ていくかを考察する。

山形県山形市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭（美術）

6,000円

24人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504582号

023-628-4712

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

山形大学

「対話型鑑賞」の手法について学びます。対話型鑑賞はMOMAの
学芸員アメリア・アレナスが開発，提唱した鑑賞者を主体とする鑑
賞教育の手法で，近年では日本の学校教育でも盛んに取り入れ
【選択】図画工作科・美術科にお られています。本講習では対話型鑑賞の意義や役割，学校教育
ける鑑賞の指導―みる・きく・はな で行うにあたっての注意点をアレナスらの著作から学びます。ま 小林 俊介（地域教育文化学部担当教授）
た作品に関して児童生徒の発言をいかに引き出していくか，教師
す─
の発話やナビゲートの技術，また評価のポイントについて，実際
の美術作品の前で受講者自ら話し合ってもらうことによって，実
践的に学びます。

山形県山形市

6時間 平成30年12月26日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（美
術），高等学校教
諭（美術）

6,000円

20人

平成30年10月1日～
平成30年10月12日

平30-10013504583号

023-628-4712

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

山形大学

①現行及び次期学習指導要領（体育科）の内容を吟味しながら，
効果的な学習指導の在り方について理解を深める。
【選択】体育の学習指導～児童の
②「体つくり運動」をはじめ、運動の楽しさ・喜びに触れる指導が
身体能力を高める授業づくり～
求められる「ゲーム・ボール運動」「表現運動」等の実技指導力の
向上を図る。

鈴木 和弘（地域教育文化学部教授）
渡邉 信晃（地域教育文化学部准教授）
佐々木 究（地域教育文化学部准教授）
井上 功一郎（地域教育文化学部講師）
池田 英治（地域教育文化学部講師）

山形県山形市

12時間

平成30年7月21日～
平成30年7月22日

教諭

小学校教諭

12,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504584号

023-628-4712

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

山形大学

①現行及び次期学習指導要領等を手掛かりに、学校教育におけ
る教科「保健体育」の位置づけ等について解説する。
②中高生の体力の二極化を踏まえ、身体活動量の視点を踏まえ
た授業の在り方とその実際を理解する。
【選択】中学・高校保健体育科の
③バイオメカニクスやスポーツ心理学等の理論に基づく指導の在
学習指導と授業の在り方
り方を考察するとともに，「体つくり運動」や「球技」に関する実技
指導力の向上を図る。
④体力発達を保証する保健体育の指導計画作成の在り方を考
察する。

鈴木 和弘（地域教育文化学部教授）
竹田 隆一（地域教育文化学部教授）
笹瀬 雅史（地域教育文化学部教授）
渡邉 信晃（地域教育文化学部准教授）
佐々木 究（地域教育文化学部准教授）
井上 功一郎（地域教育文化学部講師）
池田 英治（地域教育文化学部講師）

山形県山形市

18時間

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

教諭

中学校教諭(保健
体育)・高等学校 18,000円
教諭(保健体育)

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504585号

023-628-4712

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

山形大学

小学校家庭科の学習指導を行う上で基本となる教科理論，およ
び食生活領域の指導について学ぶ。教科理論に関しては生活主
大森 桂（地域教育文化学部担当教授）
【選択】小学校家庭科の学習指導 体形成の意義について理解し，実践例に基づき学習内容の構成
石垣 和恵（地域教育文化学部担当講師）
を分析する。食生活領域の指導に関しては効果的な方法につい
て演習を交えながら理解する。

山形県山形市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504586号

023-628-4712

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

山形大学

前半は、正しい水分摂取についての講義を行う。不適切な水分
摂取は命を奪う危険性があり、医学的見地からの正しい水分摂
取の基礎知識を身に付けることにより、生徒への適切な指導と処
【選択】学校における栄養に関す 置、そして、命を守ることができるようになる。後半は、我々の身 三原 法子（地域教育文化学部担当講師）
る指導
体を形成するために必要不可欠である栄養素の消化・吸収機構 鈴木 拓史（地域教育文化学部担当助教）
の詳細について特に腸機能に焦点を絞って解説する。また、食
事を楽しむための１感覚である味覚について、簡易体験を通して
専門的な知識を習得する。

山形県山形市

6時間 平成30年7月31日

養護教諭
栄養教諭

養護教諭、栄養
教諭

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504587号

023-628-4712

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

山形大学

中学校・高等学校家庭科の学習内容のうち，衣生活と住生活に
関する指導内容の理解を深めることを目的とする。衣生活に関す
【選択】中学校・高等学校家庭科
佐藤 慎也（工学部担当教授）
る内容では，衣生活学習の位置づけと効果的な指導法を理解
の学習指導（衣・住生活領域）
石垣 和恵（地域教育文化学部担当講師）
し，教材開発の視点を考究する。住生活に関する内容では，人と
環境の共生の視点から住環境デザインについて学ぶ。

山形県山形市

6時間 平成30年7月28日

教諭

中学校教諭（家
庭）、高等学校教
諭（家庭）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504588号

023-628-4712

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

山形大学

午前は、①災害時における学校避難時の食事事情やアレルギー
対応および②日常における健全な腸管微生物発酵を作り出すた
めの工夫、などを紹介しながら、学術的な知見や最新の開発現
【選択】学校における食に関する
小酒井 貴晴（地域教育文化学部担当准教授）
場の動向を理解した上で、現場での生きた活用法を検討する。
山形県山形市
指導
大森 桂（地域教育文化学部担当教授）
午後は、学校における食に関する指導の体系や、学習指導案作
成のポイント等について解説する。また、国内外における食育の
事例等から、効果的な学習方法について演習形式で学ぶ。

6時間 平成30年8月3日

栄養教諭

栄養教諭

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504589号

023-628-4712

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

山形大学

中学校・高等学校家庭科の学習指導を行う上で基本となる教科
理論，および食教育・健康教育について学ぶ。教科理論では生
【選択】中学校・高等学校家庭科
大森 桂（地域教育文化学部担当教授）
活主体形成の意義について理解し，実践例に基づき学習内容の
の学習指導
石垣 和恵（地域教育文化学部担当講師）
構成を分析する。食教育・健康教育については効果的な指導方
法等について演習を交えながら理解する。

6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校教諭（家
庭）、高等学校教
諭（家庭）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504590号

023-628-4712

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

山形県山形市
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

午前の部では、食品のおいしさについて味覚、官能検査の種類
や実際のやり方などを含めて学びます。その後、だしの違いによ
る嗜好性について簡単な官能検査を用いて評価します。午後の
部では、甘味料として利用される砂糖が、様々な性質をもつこと 楠本 健二（地域教育文化学部担当准教授）
を、科学的に学びます。砂糖の種類とその調理特性について、実
習を通して理解を深めます。最後に講義・実験を踏まえて、本講
習に関する内容の筆記試験を行う予定です。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

山形県山形市

6時間 平成30年8月5日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小・中・高等学校
教諭（家庭）、養
護教諭、栄養教
諭

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504591号

023-628-4712

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

山形県山形市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭

6,000円

22人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504592号

023-628-4712

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

本講習は、特に中・高の英語教諭を対象に実施するものである。
中学校・高等学校での英語の指導に、直接的・間接的に役立つ
マルチメディアを活用した授業の提案と、それを実践するための 中西 達也（地域教育文化学部担当教授）
指導スキルの向上を目指す。講習は、前半と後半とに分け、前半 石崎 貴士（大学院教育実践研究科担当准教
はマルチメディアを活用した授業の提案を行い、後半はその授業 授）
を実践するためのスキルについて指導する。評価は、前半・後半
とも筆記試験で行う。

山形県山形市

6時間 平成30年8月1日

教諭

中学校教諭（英
語）・高等学校教
諭（英語）

6,000円

12人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504593号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】英語文学と英語教育

英語教育を行うにあたって、英語文学の知見がどのように活用で
きるかについて考える。英語を身に付けるにあたって、言語の背
景となる文化的状況や、多読の素材としての英語文学について
金子 淳（地域教育文化学部担当准教授）
理解を深める。そして、実際の授業にどのように活用していくか
三枝 和彦（地域教育文化学部担当講師）
を、実践的に考える。中学校・高等学校における科目としての「英
語」を対象とするため、主な受講対象者は中学校教諭・高等学校
とするが、小学校教諭も受講可能。

山形県山形市

6時間 平成30年7月31日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（英語）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504594号

023-628-4712

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

山形大学

英語コミュニケーションの基礎となる、異文化理解・異文化コミュ
ニケーションについて学びます。国によって文化が違えば、考え
方や価値観が異なります。仮に英語をある程度話すことができた
【選択】英語教育のための異文化 としても、価値観の違いを踏まえた上で発言しないと、かえって言
金子 淳（地域教育文化学部担当准教授）
葉が出来るがゆえに、大きな誤解を招いてしまうことがありえま
理解
す。それを防ぐためには、異文化理解が必要となります。異文化
理解の理論を学び、具体例として、映画・文学・ビジネスでの場面
などを題材として取り上げます。

山形県山形市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（英語）

6,000円

50人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504595号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】学習到達目標（CAN-DO
リスト等）の作成と活用について

学習到達目標（CAN-DOリスト等）について学びます。①CANDOリストをすでに作成し終わっている先生方の場合は、普段の
授業でどのように活用して行ったら良いのか、その具体的な活用
方法を実践的に考えていきます。②CAN-DOリストをまだ作成し 金子 淳（地域教育文化学部担当准教授）
ていない先生方の場合は、作成の仕方をアドバイスさせていただ
きます。この講習が終わった時点で、CAN-DOリストが出来上
がっているような感じになることを目指します。

山形県山形市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（英語）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504596号

023-628-4712

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

山形大学

男女共同参画社会基本法（1999年）により、学校は、男女共同参
画社会の形成に寄与する努力義務を負っています。また、女性
活躍推進法（2015年）により、都道府県に、女性管理職の登用・
【選択】男女共同参画社会におけ 育成が課せられるようになりました。テキスト講読を通して、「男女
河野 銀子（地域教育文化学部担当教授）
る教育
共同参画社会」における教育に対する理解を深めるとともに、教
員のキャリア形成にかかる現状と課題を考えます。男女共同参
画社会基本法10条に基づき、栄養教諭の受講にも意義がありま
す。

山形県山形市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

40人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504597号

023-628-4712

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

山形大学

フランスの教育者、セレスタン・フレネ（C. FREINET: 1896～1966）
が、教師を中心とした協同的な教育運動を展開しながら実践し
【選択】フランスの「フレネ教育」に た、「自由テクスト」、「学校印刷」、「学校新聞（文集）」、「学校間
坂本 明美（地域教育文化学部担当准教授）
おける学び
通信」、「学校協同組合」などの「フレネ技術」と学習材について概
説を行う。また、フランス及び日本で「フレネ教育」を導入した実践
を紹介し、参考になる要素についてなど、考察する。

山形県山形市

6時間 平成30年12月27日

教諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・保育
教諭

6,000円

50人

平成30年10月1日～
平成30年10月12日

平30-10013504598号

023-628-4712

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

山形大学

平成29年3月に次期学習指導要領が告示され、今年度は移行期
１年目にあたる。本講習では改訂の要点の一つである「授業改善
【選択】中学校国語科「授業改善 のための言語活動の創意工夫」について、実践的な着想を得る 加藤 咲子（大学院教育実践研究科担当准教
のための言語活動の創意工夫」 ことを目的とする。現行学習指導要領の成果と課題、次期学習指 授）
導要領に示されたポイント等を講義により理解したうえで、教科
書教材等を用いた演習を行い、協働的に学びを深める。

山形県山形市

6時間 平成30年8月25日

教諭

中学校教諭（国
語）

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504599号

023-628-4712

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

山形大学

平成29年改定の学習指導要領に示された内容を基に、総合的な
学習の時間に関する理論（総合的な学習の計画作成・授業づく
【選択】総合的な学習の時間 理 り・評価等）についての考察、および実践（全国の具体的な実践
野口 徹（地域教育文化学部担当教授）
論と実践
の紹介及びワークショップによる単元計画作成）に関する検討を
行う。2学期以降の実践を改善することにつなげていくことをねら
う。

山形県山形市

6時間 平成30年8月3日

教諭

全教諭

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504600号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】食品のおいしさと調理特
性について

山形大学

小学校家庭科の学習内容のうち、食生活と衣生活に関する科学
的理解を深めることを目的とする。食生活領域では小学校家庭
【選択】小学校家庭科の学習指導 科で必須とされているみそ汁をとりあげる。「だし」について、塩分 石垣 和恵（地域教育文化学部担当講師）
測定や官能検査を通してその役割について学ぶと同時に、授業 矢口 友理（地域教育文化学部担当助教）
（衣・食生活領域）
への応用を考える。衣生活領域では布を用いた小作品の製作を
行う。

山形大学

【選択】英語科教材研究：マルチ
メディアを活用した授業実践
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

山形大学

【選択】生活科 理論と実践

平成29年改定の学習指導要領に示された内容を基に、生活科に
関する理論（目標や内容、授業づくり・評価等）についての考察、
および実践（全国の具体的な実践の紹介）に関する検討を行う。
また、生活科の単元開発の演習を行うことで翌年以降の実践を 野口 徹（地域教育文化学部担当教授）
改善することをねらう。また，低学年では生活科を中心とする教
育課程を編成することで，幼稚園と小学校との段階間で資質・能
力の接続を図るという観点からも幼稚園教諭も対象とする。

山形県山形市

6時間 平成30年12月26日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

20人

平成30年10月1日～
平成30年10月12日

平30-10013504601号

023-628-4712

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

山形大学

Q-Uアンケート結果の読み取りと活用に関する基本的な理解とと
もに、Q-Uアンケート結果等に見る小学校教育の課題等に触れ、
今後の教育のあり方を支援する方向性についても言及する。前
【選択】Q-Uアンケートを活用した
者については、特定の学級事例における読み取りと活用に関す 松﨑 学（地域教育文化学部担当教授）
学級づくり（初級）（小学校）
る演習を含む。後者については、満足型学級を創り出すための
具体的なかかわりなどを、事例を交えて情報提供する。チーム援
助での対応が多い昨今、養教・栄教にも理解を求める。

山形県山形市

6時間 平成30年7月21日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小学校教諭クラ
ス担任であるか
あるいは担任と
連携できる教員

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504602号

023-628-4712

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

山形大学

Q-Uアンケート結果の読み取りと活用に関する基本的な理解とと
もに、Q-Uアンケート結果等に見る中学校教育の課題等に触れ、
今後の教育のあり方を支援する方向性についても言及する。前
【選択】Q-Uアンケートを活用した
者については、特定の学級事例における読み取りと活用に関す
松﨑 学（地域教育文化学部担当教授）
学級づくり（初級）（中学校・高等
る演習を含む。後者については、満足型学級を創り出すための
学校）
具体的なかかわりなどを、事例を交えて情報提供する。なお、養
護教諭・栄養教諭以外は、学級担任であることが望ましい。チー
ム援助での対応が多い昨今、養教・栄教にも理解を求める。

山形県山形市

6時間 平成30年8月5日

中学校学級担任
教諭
であるかあるいは
養護教諭
担任と連携できる
栄養教諭
教員

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504603号

023-628-4712

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

山形大学

本講習は、学校教育の中心的な場である授業に焦点を当て、ア
クイティブ・ラーニングなどの探究型学習において子どもがどのよ
うに学んでいくかを考えてみる。その際、教育に関する最近の動
【選択】最新の学習理論と探究型
向、最新の学習にかかわる理論や知見をもとに学習過程を考察 出口 毅（大学院教育実践研究科担当教授）
学習
してみる。また、中教審答申などに「学び続ける教師像」の重要
性が指摘されている。子どもだけではなく、授業研究などのテー
マから教師の学びについても受講者とともに考えてみる。

山形県山形市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

50人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504604号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】「教師からみた子ども」を
理解する

学習指導や生徒指導の基本は、児童生徒の理解であるが、教師
自身がどのような視点で理解しているかを意識化することは意外
にむずかしい。そこで、心理学的な手法を適用してみて、各自の
子ども観や学習・教育観などを抽出することを試みる。その結果 出口 毅（大学院教育実践研究科担当教授）
に基づき、学習指導等における各自の課題とその解決方法につ
いて考えてみる。なお、学級担任の経験があることが、本講習の
受講に必要となることに留意してほしい。

山形県山形市

6時間 平成30年12月26日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

30人

平成30年10月1日～
平成30年10月12日

平30-10013504605号

023-628-4712

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

山形大学

過去に実施された授業の授業記録をとったり，ディスカッションな
ど実習的な要素を含めながら，特に学習者と教授者の活動や言
【選択】教授学習活動における教
動に焦点をあてることを通して，授業のあり方について検討す
授者と学習者のあり方に関する
廣田 信一（地域教育文化学部担当教授）
る。また授業記録の意義・機能・意味などに関する考察を主とし
検討
て参加者自身が行うことによって，授業評価についても検討す
る．

山形県山形市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504606号

023-628-4712

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

山形大学

過去に実施された授業の授業記録をとったり，ディスカッションな
ど実習的な要素を含めながら，特に学習者と教授者の活動や言
【選択】教授学習活動における教
動に焦点をあてることを通して，授業のあり方について検討す
授者と学習者のあり方に関する
廣田 信一（地域教育文化学部担当教授）
る。また授業記録の意義・機能・意味などに関する考察を主とし
検討
て参加者自身が行うことによって，授業評価についても検討す
る．

山形県山形市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504607号

023-628-4712

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

山形大学

小学校6年間の児童の考える力、やる気、自己コントロール、仲
間関係の発達について、発達段階ごとの特徴を理解する。認知
【選択】発達心理学で考える小学
発達や社会性の発達に関する理論を受講生自身の経験からの
校6年間
具体例と関連づけることにより、子ども理解の枠組みを教育・援
助に活かせるようにする。

藤岡 久美子（大学院教育実践研究科担当教
授）

山形県山形市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504608号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】幼保小連携を考える

幼保小連携について現状と課題を解説する。学びの連続性を保
証するための、5歳児後期から1年生前期にかけた接続期のカリ 藤岡 久美子（大学院教育実践研究科担当教
キュラムの具体化について、実践事例を検討しながら、受講生同 授）
士の討論を通して理解を深める。

山形県山形市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭・幼
稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504609号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】発育資料のまとめ方、活
用の仕方

健康診断等で得られる子どもたちの身体計測データのまとめ方と
活用の仕方について学びます。これらの発育資料は個人の発育
の評価や肥満の判定に用いられるだけでなく、集団の健康水準
新井 猛浩（地域教育文化学部担当教授）
の評価などにも利用されています。発育資料を横断的にみるば
かりではなく、縦断的に追跡することも、健康情報として活用する
ためには大切です。

山形県山形市

6時間 平成30年8月8日

養護教諭

養護教諭

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504610号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】発育資料のまとめ方、活
用の仕方

健康診断等で得られる子どもたちの身体計測データのまとめ方と
活用の仕方について学びます。これらの発育資料は個人の発育
の評価や肥満の判定に用いられるだけでなく、集団の健康水準
新井 猛浩（地域教育文化学部担当教授）
の評価などにも利用されています。発育資料を横断的にみるば
かりではなく、縦断的に追跡することも、健康情報として活用する
ためには大切です。

山形県鶴岡市

6時間 平成30年8月9日

養護教諭

養護教諭

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504611号

023-628-4712

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

【選択】微分方程式

我々が目にする様々な現象は、数学ではどのように理解される
のだろうか。本講演では、微分方程式で表現することの出来る現
象の幾つかを紹介し、数学的な取り扱い方法の一端を紹介する。
中村 誠（理学部担当教授）
現象が微分方程式に定式化された後、その微分方程式の解の
存在と一意性がどのように既知の事柄に帰着されるのかを見て
いく。

山形県山形市

6時間 平成30年7月31日

教諭

中学校教諭（数
学）、高等学校教
諭（数学）

6,000円

25人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504612号

023-628-4712

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

山形大学
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山形大学

【選択】複素数とその応用

複素数には四則演算によって代数的な構造が定義される．一
方，複素数の実部と虚部を対にすることによって，複素数を実数
平面上の点と同一視することができる．この講習では，この同一
上野 慶介（理学部担当講師）
視によって図形の幾何学的な性質を複素数を通して表し，直線
や三角形，円などの簡単な図形に対して成り立つ定理を複素数
を用いて証明する方法について説明する．

山形県山形市

6時間 平成30年8月2日

教諭

中学校教諭，高
校教諭（数学）

6,000円

25人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504613号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】ベイズ推論

ベイズ推論は近年話題の機械学習の理論でも重要な部分を担
う。この講習ではなるべく簡単な数学を使ってベイズ推論につい
て理解を深める。これにより、基礎的な数学が実際の最先端の
理論においても使われているという問題意識を持って教育に従
事できるようになることを目指す。

福田 素久（理学部担当准教授）

山形県山形市

6時間 平成30年12月22日

教諭

高等学校教諭
（数学）

6,000円

25人

平成30年10月1日～
平成30年10月12日

平30-10013504614号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】光と放射線の物理

この講習では、講義の前半で、まず理科実験の有用性について
ディスカッションした後、光の物理として光の回折と干渉を題材
に、実験の有用性を体感する。講義の後半では、放射線の物理
を取り上げ、放射線の基礎と医学・薬学分野への応用について
解説した後、実際に放射線を計測して、放射線の測定原理につ
いて理解を深める。

大西 彰正（理学部担当教授）
門叶 冬樹（理学部担当教授）

山形県山形市

6時間 平成30年8月27日

教諭

高等学校教諭
（理科）

6,000円

10人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504615号

023-628-4712

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

【選択】化学実験活用法

化学を効果的に学習させるためには、演示実験や生徒実験が必
要です。同じ実験でも学年によって、違った視点で考察することも
可能である。また、定性的な実験から定量的な実験に展開するこ 鵜浦 啓（理学部担当教授）
とも可能である。この講習では、「エネルギーと化学平衡・化学反 栗山 恭直（理学部担当教授）
応速度との関係」、「有機化学反応」「高分子化学」に関連する実 松井 淳（理学部担当准教授）
験を紹介する。また、よく知られた実験を構成を考えて効果的な
実験にする「化学実験活用法」についても紹介する。

山形県山形市

6時間 平成30年8月19日

教諭

中学校教諭（理
科）、高等学校教
諭（理科）

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504616号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】行動生態学

生物進化と遺伝・DNAの授業において生徒の理解を助け、興味
を引き出す教育コンテンツに関する講習を行う，生物進化では、
進化の主体は遺伝子であり、その動態は利己的遺伝子の概念を
通じて理解できる。遺伝子間には利害の対立が生じ、繁殖する雌
玉手 英利（理学部担当教授）
雄間の対立や、ゲノム内の対立を生む。本講義では、誤解されや
廣田 忠雄（理学部担当准教授）
すい基本概念を整理した上で、具体例を挙げながら動物の形質
の進化動態を概説する。遺伝・DNAでは、 遺伝情報の重要性を
生徒に伝えるための工夫に関する講義とDNAについて体験的に
理解するための簡易実験を行う。

山形県山形市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校・理科およ
び高等学校・生物

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504617号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】理科の指導

2名の講師が分担して、地球について最新の知見を講義します。
（１）地球を化学的な観点から見る：地球温暖化・酸性雨・黄砂な
柳澤 文孝（理学部担当教授）
ど。試料を見ていただくことがあります。
丸山 俊明（理学部担当教授）
（２）地球を地質学的な観点から見る：深海掘削とヤマガタダイカ
イギュウなど。

山形県山形市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504618号

023-628-4712

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

山形大学

高分子は一般に柔軟なひも状の分子で、それが孤立鎖、非晶、
結晶等の構造をとり、その構造が材料の性能と密接に関係して
いる。この講義では、高分子鎖を直接、原子間力顕微鏡で観察し
熊木 治郎（大学院有機材料システム研究科担
【選択】暮らしに役立つ工学（高分 て得られた最新の知見を解説し、高分子材料に関する理解を深
当教授）
山形県米沢市
子・有機材料）
めて頂く。（熊木） 本講習では、「有機ELの仕組みと化学」につい
笹部 久宏（大学院理工学研究科担当准教授)
て講義する。2017年に入り、日本企業から大型有機ELテレビの
発売が次々と発表された。大きな注目を集める有機ELの仕組
み、材料の化学ついて述べる。（笹部）

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理
科）、高等学校教
諭（理科）、高等
学校教諭（工業）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504619号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】暮らしに役立つ工学（化
学・バイオ）

無機材料科学の基礎について解説するとともに，材料作製手法
の原理やその評価方法，ならびに材料の機能とアプリケーション
との関連性について，例示しながら解説する。（川井） 環境に関 川井 貴裕（大学院理工学研究科担当准教授）
山形県米沢市
する話題を中心に，人間活動(暮らし)との関わり，環境微生物の 高畑 保之（大学院理工学研究科担当助教）
役割，水質浄化，物理化学的な物質の挙動や元素の循環，廃棄
物問題などを総合的に解説する．（高畑）

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理
科）、高等学校教
諭（理科）、高等
学校教諭（工業）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504620号

023-628-4712

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

山形大学

機械学習や人工知能が一般社会にも広く活用されている．人の
知能活動を機械が補助するとは，どういうことなのか？機械学習
や人工知能を牽引してきた分野の一つである自然言語処理をア
【選択】暮らしに役立つ工学（情
プリケーションとして，データ解析方法などを紹介する．(鈴木) リ 鈴木 郁美（大学院理工学研究科担当助教）
報・エレクトロニクス／機械システ
ンク機構の解析および設計について，以下のポイントについて講 南後 淳（大学院理工学研究科担当准教授）
ム）
義する． 1. 機械装置におけるリンク機構の役割 2. 対偶と自由
度 3. リンク機構の入出力関係 4. リンク機構の運動伝達性の
評価 5. リンク機構を用いた福祉機械の設計（南後）

山形県米沢市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理
科）、高等学校教
諭（理科）、高等
学校教諭（工業）

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504621号

023-628-4712

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

山形県鶴岡市

6時間 平成30年8月1日

教諭
栄養教諭

高等学校教諭
（農業）、栄養教
諭

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504622号

023-628-4712

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

山形大学

山形大学

【選択】農業機械とポストハーベ
スト／食品化学、食品加工

水稲や野菜作で使われている農業機械や農作業体系、農業機
械の開発プロセスを解説します。また、収穫物の調製を行うポス
トハーベストの中で、乾燥や冷凍システムについて解説します。
続いて、食生活が多様化する一方、飽食の時代となり、エネル
ギーや栄養素の過剰摂取など栄養摂取バランスが崩れ、生活習 片平 光彦（農学部担当准教授）
慣病の増加が重大な問題となっている。これらの予防のため、食 永井 毅（農学部担当教授）
生活による健康維持が期待される。食は生きるために最重要要
素であり、食に関する正しい理解が必要不可欠である。本講義で
は、食と生活について取り上げるとともに、食品開発の実践を通
じた人づくりの例を講述する。
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6時間 平成30年8月6日

教諭

高等学校教諭
（農業）

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504623号

023-628-4712

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

山形県鶴岡市

6時間 平成30年8月7日

教諭

高等学校教諭
（農業）

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504624号

023-628-4712

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

山形大学

【選択】新聞活用のススメ 入門
編

学習指導要領で新聞を活用した授業づくりが提案され、新聞を教
材とした教育活動「NIE」が注目を集めています。山形新聞社と連
携して開講する「入門編」では社会における新聞の役割や機能、
紙面構成や記事の作られ方などを解説します。加えて新聞記事 山本 陽史（エンロールメント・マネジメント部担
と社説の文体と構成を分析し、相手に伝わる文章の書き方と見 当教授）
出しの付け方を具体的に説明します。学校全体での取り組みが
望ましく、養護教諭の受講も勧めます。翌日の「実践編」と両方受
講しても、どちらか片方の受講でも差し支えありません。

山形県山形市

6時間 平成30年8月1日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

40人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504625号

023-628-4712

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

山形大学

学習指導要領で新聞を活用した授業づくりが提案され、新聞を教
材として教育効果を高める活動「NIE」が注目を集めています。山
形新聞社と連携して開講する「実践編」では学校での授業実践や
学級新聞作りにすぐ生かせるよう、大学でのNIE授業やNIB（企業 山本 陽史（エンロールメント・マネジメント部担
【選択】新聞活用のススメ実践編
等での新聞活用）授業の実例を紹介しつつ、新聞が作られるプロ 当教授）
セスを実際に体験します。学校全体での取り組みが望ましく、養
護教諭の受講も勧めます。前日の「入門編」と両方受講しても、ど
ちらか片方の受講でも差し支えありません。

山形県山形市

6時間 平成30年8月2日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

40人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013504626号

023-628-4712

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

群馬大学

【選択】文字の歴史から学ぶ書
写・書道

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月18日

教諭

書写・書道に関心
のある小中高教
諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504191号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

私の専門は中国の近現代史なのですが、今回の講習では中学
校までに学習する日本史的内容を、中国史を含めたアジアのな
かでとらえ直すことを目的とします。具体的には、｢ペリー来航｣・｢
【選択】アジアのなかの日本―近 日清・日露戦争｣・｢不平等条約｣・｢第一次世界大戦｣・｢女性の社
今井 就稔（教育学部准教授）
現代史から考える
会進出｣・｢米騒動｣・｢国家総動員法｣あたりから時間数を勘案し
て選びたいと考えています。日中関係の動向によっては時事的
な問題とも関連づけやすいテーマに一部変更する可能性もあり
ます。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月18日

教諭

小教諭、中（社
会）・高（地理歴
史）教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504192号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】組合せゲームと群

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月18日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504193号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

今後の自然災害による被害軽減や持続可能な社会の構築など、
「よりよい社会や自然環境」を形成・維持していくうえで、私たちが
暮らしている地域の地形の生い立ちや土地利用の変遷などと
【選択】自然の生い立ち、土地の
いった「土地の履歴」をよく知ることは重要である。本講習では、 青山 雅史（教育学部准教授）
履歴と自然災害
いくつかの地域の土地の履歴と自然災害による被害、自然環境
の変遷との関係を検討する。地形図を用いた読図作業や群馬大
学荒牧キャンパス周辺での野外観察も行いたい。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月19日

教諭

小・中（社会）・高
等学校（地理歴
史）教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504194号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】雷の発生メカニズムと避
雷の原理

群馬県の夏の風物詩である雷の発生メカニズムと雷（稲妻）から
身を守る方法を講義する．先ず，全球規模での雷の出現特性を
概観する．次に，発達した積乱雲の内部で正・負の電荷が蓄積さ
れるメカニズムについて説明する．電荷の蓄積が進み，空気の絶 岩崎 博之（教育学部教授）
縁破壊が起きると，稲妻が積乱雲から地面に達する．写真・動画
の資料を併用し，この稲妻の進展過程について説明し，その知
識を基に，落雷から身を守る避雷方法の原理を説明する．

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月19日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504195号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

【選択】体育の授業を考える

子どもたちの体力低下などの課題を踏まえ、①体力向上のため
の取組について考える。また、②子どもたちの運動量を確保しな
がら、かつ、学習成果を高めるための体育の授業づくりを考え
る。具体的には、効果的な教材をどのように活用するのか、それ 鬼澤 陽子（教育学部准教授）
らを位置づけた授業をどのように展開すればよいのか、特に
「ボールゲーム」については実技を通して体験してみる。また、③
よりよい授業をするために、代表的な組織的観察法を理解する。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月19日

教諭

小・保健体育科
担当中教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504196号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

山形大学

河川環境（含む水田水域）における，治水・利水と地域生態保全
に関する事例を，具体的事例を紹介しながら解説する。加えて，
関連研究事例と具体的な技術的対応に関して，今日的な課題を
【選択】地域環境保全に関して
渡邉 一哉（農学部担当准教授）
取り上げながら課題解決に関する議論を行う。
①水田水域 ②渓流域／環境保
続いて、近年、注目される持続可能な環境保全型農業の重要性 佐々木 由佳（農学部担当准教授）
全型農業（稲作）
について理解を深めるとともに、水稲栽培における化学肥料削減
と有機物施用の意義について考えることで、環境保全型農業に
ついての認識を深めることを目的とする。

山形県鶴岡市

山形大学

果樹園芸学をベースとして植物の繁殖に関わる知見についての
以下の講習を行う．①バイオテクノロジーを利用した組織培養の
基礎知識や接ぎ木・挿し木といった園芸作物の栄養繁殖法につ
【選択】バイオテクノロジー（植物 いての解説，②果樹の自家不和合性機構の解説とその応用の
池田 和生（農学部担当准教授）
分野）、栽培技術の実習（園芸分 紹介．
江成 広斗（農学部担当准教授）
続いて、森林棲哺乳類の保護管理に関わる理論と技術の理解を
野）／森林動物管理学
目的に、１）哺乳類の生態、（２）森林との相互関係、（３）人間社
会とのかかわり、（４）保護管理に関連する法制度、（５）保護管理
のための森林管理技術、について紹介する。

群馬大学

文字の成り立ちを中心に、「書道史」（書道の歴史）について講義
を行う。楷書・行書・草書などの書体の成立の歴史や仮名の生成
における過程を確認しながら、文字文化に対する理解を深める。
これを踏まえ、基本的な筆づかいの習熟を念頭に置いて書写・書 永由 徳夫（教育学部教授）
道の実技講習を行い、実例を示しながら解説する。また、明治時
代の教科書「書牘」を講読しながら、書写・書道の指導方法のあ
り方を考える。

Nimと呼ばれる石とりゲームとその背後に現れる「群（ぐん）」の構
造について紹介します。講義の中では数学的帰納法による議論
を何度か行うため、その考え方について事前に多少復習しておく 石井 基裕（教育学部講師）
と理解が深まると思います。主な受講対象者は算数・数学を専門
とする教諭とするが、他教科の教諭も受講可能です。
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月19日

教諭

プログラミング未
経験の小学校教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504197号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月19日

教諭

初等科英語を担
当する小教諭、英
語科を担当する
中・高教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504198号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

伊藤 賢一（社会情報学部教授）
大谷 良光（子どものネットリスク教育研究会代
群馬県前橋市
表）
成田 弘子（白梅学園大学非常勤講師）

6時間 平成30年8月19日

教諭
養護教諭

小・中・高教諭、
養護教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504199号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校教諭，理
科を担当する中
学校・高等学校
教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504200号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

主に箏を用いた演習形式の講習である。教員自身が箏に慣れ親
しむことを最大の目的とする。和楽器の中でも応用性の高い箏に
【選択】和楽器を含む器楽授業の
特化し「筝の扱い方・奏法の基本」を講じ演習を行った上で、中学 菅生 千穂（教育学部准教授）
アイデア
生のみならず、小学生でも楽しみながら演奏に参加することがで
きる教材・活動のアイデアを受講者とともに探る。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月20日

教諭

音楽担当の小・
中教諭

6,000円

24人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504201号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

私たちは、季節や場、目的に応じて衣服を選び、着用している。
本講座では、快適な衣生活を営むための衣服の機能と着装につ
いて、衣服をまとう側である人体の生理・心理学的影響について
【選択】快適な衣生活を育むため
学ぶ。衣環境を人体－衣服－環境という一つのシステムとして捉 前田 亜紀子（教育学部准教授）
に
え、衣服によって形成される衣服気候という持ち運び可能な環境
についての理解を深める。講習から、衣服への関心を総合的に
扱う授業展開と指導案作りへ結びつけることを目的とする。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校教諭、家
庭科担当の中・
高教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504202号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

学級に在籍する児童生徒達は発達障害の児童生徒を含め、以
前に比べ多様化してきている。その多様化する児童生徒達への
教育を行っていくためには、教師の側も児童生徒達の特性を捉
【選択】学校現場における特別支 え、多様な教育方法を学ぶ必要がある。
援教育の実践
本授業では、「学校現場における特別支援教育の実践」として、
通常学級に在籍する発達障害の児童生徒を含めて、どのような
学級運営、授業作り、個に応じた支援を行うかについて講義す
る。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教諭

通常学級におけ
る特別支援教育
を学びたい全教
諭・養護教諭

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504203号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】前橋高崎地域をつくる大
地の成り立ち

関東平野の北西端に位置する前橋市と高崎市は、利根川がつ
くった扇状地の上に形成された都市である。周囲を取り巻く3つの
大きな火山（赤城山・榛名山・浅間山）の成長と崩壊とともに歩ん 早川 由紀夫（教育学部教授）
だこの地域の成り立ちを調べる。地図を携行しての荒牧キャンパ
ス周辺散歩と弁当パックのフタを利用した立体模型制作を含む。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小教諭、理科ま
たは社会科（地
歴）担当の中・高
等学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504204号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

【選択】住まいと防災

深刻な環境問題や災害に向き合うことが求められている現在、そ
の解決方法を考えるにあたっては地域への理解が欠かせない。
本講習では、地域の自然環境や社会環境、民家に見られる減災
の知恵や工夫などから住まいへの理解を深めるとともに、群馬県
田中 麻里（教育学部教授）
における特徴について考える。小中高等学校家庭科の住居領域
で扱われているテーマを中心としながら、防災教育の実践例等を
通して、住まいや住環境についてより深く総合的に理解していた
だきたい。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小教諭及び家庭
科を担当する中・
高教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504205号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】認知科学：ことばの教育
者に向けて3

認知科学とは、心/脳の働きを科学的に理解しようとする学問分
野です。本講習では、ことば、獲得、学習に焦点を当てます。具
体的には、主に英語と日本語を例にとり、①人間言語の仕組み、
②子どもの母語獲得、③大人の第二言語習得、④外国語学習を
山田 敏幸（教育学部講師）
概観します。理論的知見をどうすれば教育実践に応用できるか、
講義と演習をとおして受講者とともに考えます。（平成29年度
「【選択】認知科学：ことばの教育者に向けて」受講者は受講不
可）

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504206号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

新学習指導要領の求める国語科指導…新学習指導要領の内容
を整理し、これからの国語科に求められている指導の在り方につ
いて解説する。・新しい漢字及び語彙指導…新しい学年別漢字
【選択】これからの小・中・高校の
配当表や、実社会で必要な語彙について、指導すべき内容とそ 河内 昭浩（教育学部准教授）
国語科指導
の指導の方法を提示する。・学習用語を活用した説明的文章の
授業の構築…新学習指導要領に対応した説明的文章の学習指
導案をもとに、受講者同士で意見を出し合う。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学・高校国語科
教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504207号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

講習の概要

担当講師

講習の開催地

【選択】Scratchプログラミング入
門

この授業は、Scratchプログラミングの入門である。２０２０年度か
らの小学校でのプログラミング必修化を念頭に、初めてプログラミ
古田 貴久（教育学部准教授）
ングを学ぶ小学生に向いているプログラミング言語としての
Scratchを指導するための、初歩からのプログラミングの実習を行
う。

群馬県前橋市

【選択】現代アメリカ文学を読む

レイモンド・カーヴァーの短編「大聖堂」 および「ぼくが電話をか
けている場所」を精読する。授業では、文学作品に感じる「わから
ない」という居心地悪さこそコミュニケーションの出発点であり、完
全に同じ「正解」を共有せずとも理解に近づく契機になることを提 宮本 文（教育学部准教授）
示したい。すなわち文学作品（テクスト）を読む行為は、人間（生
徒）と対面し理解しようと努めることに喩えられ、その困難さと喜
びを改めて味わうことが期待される。

群馬大学

【選択】ネット・ゲームによる健康
被害の現状と学校での指導

児童生徒のネット・ゲームへの長時間接触が問題視される中、
脳・視聴覚等の発達阻害、睡眠障害による発達不全等が医学研
究の中で明らかにされつつあります。子どもの健康問題に注視し
ている方は子どもの異変に気づいていますが、社会的認知は遅
れています。発達阻害・健康被害の事実・現象とネットとの相関
関連、エビデンスを分析し、参加者と共に学校での指導のあり方
を考えます。演習も重視し学校で啓発講演を行える力量の形成
をめざします。

群馬大学

【選択】理科実験におけるICT活
用

ICT機器として教育現場への導入が進んでいるタブレットを使用し
た理科実験における使用法に関する講習を行う。電子教科書や
情報端末以外のタブレットの使用法として，内蔵されるセンサーを
青木 悠樹（教育学部講師）
利用することで，既存の理科実験をタブレットを使用した実験に置
き換えることが可能である。講習ではセンサーの原理，理科授業
における使用法に関して説明する。

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬大学

霜田 浩信（教育学部教授）
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電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

小学校社会科における身近な地域・市町村・都道府県を対象に
した学習や，中学校社会地理的分野における地域調査の手法に
関連する題材を取り上げ，地域の地理的環境を理解するため
関戸 明子（教育学部教授）
の，さまざまな手法について学ぶ。大縮尺の地図や小地域統計
などのデータの入手方法，主題図やグラフの活用の仕方につい
ても扱う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月22日

教諭

社会科を担当す
る小学校・中学校
の教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504208号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

化石燃料に代わるクリーンエネルギーの供給が求められている
現代で，太陽光発電への期待は大きい。色素増感太陽電池は安
価に比較的容易に作製できるため，実験室で教材として扱うこと
【選択】色素増感太陽電池の作製
ができる。本講座では自然科学の不思議さを感じ，最先端の科 岸岡 真也（教育学部准教授）
と評価
学技術に触れる喜びを体験でき，エネルギーと環境に問題意識
を持って取り組む姿勢を育める教材として色素増感太陽電池の
原理を学び、作製して、評価を行う（計算有）。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中高教諭、科学
技術に関心の深
い小学校教諭

6,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504209号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

小学校図画工作科および中学校美術科で養成しているのは技能
以上に、創造のための思考であると考える。本講習では主に小
【選択】デザイン思考に向けた図 学校の図画工作科の工作の実習を行うとともに、造形活動にお
齋江 貴志（教育学部准教授）
画工作における「工作」について ける創造的思考や今日注目を集めている「デザイン思考」につい
て考察する。そしてまた、中学校美術科のデザイン分野との接続
について考えていく。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月22日

教諭

図画工作科を指
導する小学校教
諭、および美術科
を担当する中学
校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504210号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】やってみよう！電子工作

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中（技術）教諭，
簡単な電子工作
に興味関心のあ
る小・中・高教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504211号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

参加型学習と社会科教育の関係について考究します。具体的に
は、近年の教育改革動向や海外の社会科教育、授業実践事例
【選択】参加型学習と社会科教育 などを踏まえて検討します。なお、本講習では、講義だけでなく、 宮崎 沙織（教育学部准教授）
アクティビティやディスカッションなどを行うため、受講者の積極的
な参加を求めます。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月23日

教諭

社会科教育に関
心のある小・中教
諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504212号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】見方・考え方を働かせる
授業をつくる

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭な
ど

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504213号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

新学習指導要領では，他者と協働しながら主体的に対話的で深
い学び合いが求められています。対話が生まれるためには，他
者の声（音）をよく聴くこと，伝え合うこと，が大切です。更には「我
が国や郷土の音楽」に関する学習の充実が図られており，曲に
【選択】音楽科授業開発のための 合った歌い方などの指導方法の工夫が配慮事項として示されて
中里 南子（教育学部准教授）
います。
知識
本講義では，主に小学校における「音楽づくり」「鑑賞」「我が国や
郷土の音楽」の３つの柱に焦点をあて，どのように指導していくべ
きか，具体的な教材に即した実践的な内容を取り扱いながら考え
ていきます。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504214号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

本講習では、次期学習指導要領の目標である実践的な英語能
力の育成について考える。そのため、次期学習指導要領の趣
【選択】次期学習指導要領の英語 旨、英語教育で変わること、求められることの共通理解を図るとと 上原 景子（教育学部教授）
教育とパフォーマンス力の育成・ もに、2領域となる「話すこと［やり取り］・［発表］」を含めた5領域 レイモンド・フーゲンブーム（教育基盤センター准 群馬県前橋市
評価
の統合的な言語活動のあり方を、パフォーマンス力の育成と評価 教授）
に焦点を当てながら考察する。流暢さと即興力育成のための言
語活動についても、ワークショップ形式を交えて考える。

6時間 平成30年8月23日

教諭

中・高の英語担
当教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504215号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

聴覚障害の早期発見や補聴機器の改良等もあり、小・中学校で
学ぶ聴覚障害児が増えている。難聴学級や通級指導教室での
支援を受けている子どももいるが、中には十分な支援を受けられ
【選択】きこえに障害のある子ども
ないまま通常学級での授業を受けている子どももいる。「きこえに 金澤 貴之（教育学部教授）
への支援
障害がある」といっても、障害の種類や程度によってその状態は
さまざまである。聴覚障害児が小・中学校で学ぶ場合に、どのよ
うな支援が必要なのかについて平易な言葉で解説する。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教諭

特別支援教育に
関心がある全教
諭、養護教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504216号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月23日

教諭

工業、理科担当
の高校教諭及び
理科担当の中学
校教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504217号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小、中、高の生物
学に興味のある
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504218号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】地域分析の手法

今日の中学校技術・家庭科（技術領域）の教材は，ふんだんに電
子部品を使用しているものが多く全容を理解するのは難しい状況
にあります。本講座では，これまでは「電子回路」と聞いただけで
片柳 雄大（教育学部講師）
高い敷居を感じてしまっていた方々を対象に，簡単な電子回路に
ついての講義と製作実習を行いながら，電子回路に対して感じて
いた敷居を低くできるような講習を予定しております。

見方・考え方を働かせることが、各教科の目標とされた学習指導
要領の背景となる重要な観点を理科の授業を例として示します。
見方・考え方を働かせる授業とはどのような授業か、主体的・対 益田 裕充（教育学部教授）
話的で深い学びの「深い学び」とは何かを学習過程の構造化を
キーワードに解説いたします。

群馬大学

【選択】計測工学基礎講座

計測技術は科学・技術の発展や"ものづくり”に必要不可欠な技
術であり、理科系の教育現場においても計測技術についての理
解が必要となる。この講習では、計測工学の概要と重要性、基礎
小林 春夫（大学院理工学府教授）
を理解することを目標とする。前半は伊藤が国際（SI）単位系、計
伊藤 直史（大学院理工学府准教授）
測データの取り扱い、温度計測について講義し、後半は小林が
電子回路技術（アナログ回路、ＤＳＰ、AD/DA変換器）と計測技術
について講義する。

群馬大学

【選択】生物学における「見るこ
と」「見えること」「見せること」の
大切さ

生物学者はさまざまな工夫によって、細胞内の微細な構造や遺
伝子が働いている状況など、そのままでは見えないものを可視化
する試みを重ねてきた。本講習では、過去10年間で日本人がノー
ベル賞を受賞した生物学関連の業績を取り上げて、それらの研 佐野 史（教育学部教授）
究における「見ること」「見えること」「見せること」の大切さを解説
する。また、簡単な顕微鏡観察を行い、それらの大切さを実感す
る（体細胞分裂の観察を予定）。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭及び
家庭科を担当す
る中学校・高校・
特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504219号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】新発見！家庭科力

現在の家庭科カリキュラムを省察し、自己理解に関する学習等の
新しい内容を含んだカリキュラムと、家庭科で育成する諸能力と
の関係について考察する。また、現代の家庭科カリキュラムの諸 上里 京子（教育学部教授）
課題について、欧米の家庭科カリキュラムと比較しながら考察
し、その解決方法を検討する。

群馬大学

【選択】イギリス文学作品を批評
的に読む

イギリス小説の抜粋や詩を精読しながら、レトリックと意味作用の
関係に注目することを通して、クリティカル・シンキングを養う可能
金田 仁秀（教育学部准教授）
性を探求する。同時に、現代批評理論に触れながら、作者、読
者、視点といった文学批評に纏わる問題について議論し、テクス
トを読むとはどのような行為であるのかを考える。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月24日

教諭

英語科を担当す
る中・高教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504220号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】日本語のしくみ

英語の授業でwillは「～だろう（でしょう）」と教わるが、新幹線の車
内で目にするWe will soon arrive at TAKASAKI.という案内を「まも
なく高崎に到着するでしょう」と訳したら、変な感じがする（本当に
小林 英樹（教育学部教授）
高崎にとまってくれるのか少し不安になる）。この場合は、「まもな
く高崎に到着します」と訳すべきだろう。この講座では、日本語の
述語に焦点をあてながら、日本語のしくみを考えていく。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月25日

教諭

日本語について
理解を深めたい
国語教諭、日本
語について知りた
い英語教諭など

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504221号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】倫理学

多くの政治的・社会的問題を抱える現代社会にあっていかに「自
由」や「平等」を達成するのか、差別や格差に関する個別の問題
についてどのようにアプローチすべきかを、ディスカッションを通じ
小谷 英生（教育学部准教授）
て学んでいきます。授業内容は「情報」や「答え」ではなく「考え
方」になります。なお、参考文献として事前に『リアル世界をあきら
めない』（星雲社、2016）を読み、当日持ってきてください。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月25日

教諭
養護教諭

「自由」や「平等」
に興味のある教
諭、養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504222号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】声楽発声の基礎

小学校学習指導要領（音楽）の記載事項、「自然で無理のない歌
い方」で歌うための方法について講義し、実際にその習得に向け
て実践する。講習では声楽発声に関する理論的諸観点について
解説した後、声楽発声のための体操や歌唱実技を実際に行う。 吉田 秀文（教育学部教授）
動きやすい服装（ジーンズのように腹部が締め付けられるような
ものは避ける）、及び床に敷くバスタオル等をご用意の上で臨ん
でください。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月25日

教諭

音楽担当に限ら
ず、歌唱法や発
声法に興味・関心
のある小・中・高
等学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504223号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

図工・美術科や総合的な学習の時間等に行われる鑑賞教育の
意義と実践方法・課題について考える。学びとしての「鑑賞」に
【選択】美術史・博物館・メディア よって育成される子どもたちの能力や、その過程や結果の評価
文化の活用から考える美術鑑賞 方法、さらに表現との往還や他教科への越境についてを再考し、 春原 史寛（教育学部准教授）
実践のための美術史の活用方法、美術・博物館との連携、子ど
教育の理論と実践
もたちに身近な学校外のメディア文化との架橋という3つの視点を
軸に、鑑賞教育を検討する。講義とごく簡単な実技で実施する。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月25日

教諭

小教諭、美術科
を担当する中・高
教諭（他教科・他
校種可）

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504224号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

【選択】教育の中の医療

学校教員に必要な医療の幅広い知識を、専門用語を極力用いな
い平易な言葉で解説する講義です。子どもの体と病気について、
教員に求められる医療の基礎的な知識と、近年の医療の進歩や
吉野 浩之（教育学部教授）
最新の知見なども解説します。さらに教員自身の健康管理の上
で必要なことや、社会や地域の変化に伴い医療から見たこれか
らの教育・医療・福祉の連携の在り方などにも触れます。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月25日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504225号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】化学による社会貢献

身近にある、または話題となっている物質や現象について、次の
２つのテーマについて解説する。
１）近年の著しい生命科学の進展について、またそれが与える社
会的な影響について紹介する。また、生命科学の進歩がもたらす
海野 雅史（大学院理工学府教授）
新しい社会について、どのように対処することが求められるかに
武田 茂樹（大学院理工学府教授）
ついても触れる。
２）ケイ素を含む化合物と材料について、基礎から応用までわか
りやすく解説し、将来展開を含めて紹介する。また、職業としての
研究者についても触れる。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月25日

教諭

工業、理科担当
の高校教諭及び
理科担当の中学
校教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504226号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】ジェットエンジンの物理

航空機に搭載されているジェットエンジンは，力学のエッセンスに
満ちています．ジェットエンジンの構造を簡単に紹介したのち，
「なぜ推力は生まれ，どのように計算されるのか（運動量保
荒木 幹也（大学院理工学府准教授）
存）」，「なぜ大きな騒音が発生するのか（流体力学）」，「人間は
どのように音を感じ，その強さはどのように計算されるのか（デシ
ベルの計算）」を行います．

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月25日

教諭

工業、理科担当
の高校教諭及び
理科担当の中学
校教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504227号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

考古学上の新発見には枕詞として「教科書を塗り替える」、古い
通説への批判を込めた称号「教科書的理解」。実際には、今使わ
れている教科書や指導要領の記述は新しい歴史学の成果から
【選択】新しい時代像―平安時代
見るとどんな評価になるでしょうか。こんな疑問を手がかりに議論 藤森 健太郎（教育学部教授）
を中心に―
を進め、結果として日本史研究の新潮流に触れられるようにした
い思います。ただし、ここでは主に平安時代を中心に検討しま
す。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月26日

教諭

日本史を担当す
る中教諭、日本
史に関心の深い
小教諭

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504228号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

円周率の計算法を歴史的発展とともに理解しておくことは、円周
率および円の指導や教材作成時、教師のもつ数学的背景として
有用である。ここでは、時代を次の３つに分け、円周率を導く公式
【選択】円周率の歴史とその計算 とその導出法を紹介する。Ⅰ．『アルキメデスに始まる円に内外 伊藤 隆（教育学部教授）
接する正多角形を用いる方法』 Ⅱ．『ニュートン、ライプニッツに
始まる解析的方法』 Ⅲ．『コンピュータで用いられる現代の計算
法』、また円周率の数としての特性にも触れたい。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月26日

教諭

中・高教諭，数学
に関心の深い小
学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504229号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

群馬県前橋市
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群馬大学

【選択】探究する資質・能力を育
成する理科の授業づくり

子どもが主体的に見方・考え方を働かせて思考し表現する授業
をつくりたい、理科の授業力を高めたい、理科の授業づくりはこれ
で良いのだろうか・・・と感じていませんか。最新の理科教育研究
の成果を踏まえつつ、理科で目指す資質・能力育成の観点から、
栗原 淳一（教育学部准教授）
理科の授業をどのようにつくると良いのか学び合い、「理科の授
業」について再考・検討していきます。小・中学校における事例を
多く扱うため、主な受講対象者は理科授業づくりに関心のある小
学校教諭、理科を担当する中学校教諭とします。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月26日

教諭

理科授業づくりに
関心のある小学
校教諭、理科を
担当する中学校
教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504230号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

近年、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており、その影響
を受けて子どもの体力は低下傾向が続いているといわれていま
【選択】子どもの体力の現状と課
す。改めて、幼少期から青年期までの体力や運動能力の変化に 中雄 勇人（教育学部准教授）
題
ついて学ぶと共に、運動の必要性や現在の子どもの置かれてい
る状況などを客観的にとらえていきたいと考えています。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月26日

教諭
養護教諭

小・中・高教諭、
養護教諭

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504231号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】附属学校教育実践演習
（中学校）

群馬大学教育学部附属中学校主催、平成３０年度公開研究会に
おける、国語科の公開授業や授業研究会などに参加をし、実践
的に国語の学びを考究する。群大附属中学校では、新学習指導
要領に対応した、「学習用語を活用した説明的文章の系統的な 河内 昭浩（教育学部准教授）
学び」の構築に取り組んでいる。国語科の内容と方法の両方を重
視した、これからの国語の授業の在り方について、提案授業をも
とに議論を深めていく。

群馬県前橋市

6時間 平成30年10月11日

教諭

中学校国語科教
諭・小学校教諭・
高校国語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019504232号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

本講習では，子どもの主体的・対話的で深い学びのあり方から国
【選択】国語科の授業における学 語科の授業改善について考える。講習では学習科学や文章理解
濵田 秀行（教育学部准教授）
研究の知見を紹介するとともに，実際の授業事例に基づいて国
びの質を考える
語科の授業の展開や課題設定のあり方について議論を行う。

群馬県前橋市

6時間 平成30年12月24日

教諭

国語科の授業改
善に関心をもつ
小・中・高等学校
教諭

6,000円

32人

平成30年10月12日～ 平30-10019平成30年10月19日 504233号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成30年12月24日

教諭

英語教育または
外国語活動を担
当する小・中・高
等学校教諭

6,000円

35人

平成30年10月12日～ 平30-10019平成30年10月19日 504234号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

現代の標準的な英語の音声を確認したうえで、音声学的に正し
い英語の発音とは何かを考える。必ずしも英語の母語話者と同じ
発音を目指すのではなく、非母語話者として区別すべき母音と子
柴田 知薫子（教育学部准教授）
音はいくつあるのか、アクセントとイントネーションはどちらが優先
されるのか、英語と日本語のリズムにはどのような違いがあるの
か、実際の音声を観察しながら考察する。

群馬大学

【選択】英語の音声

群馬大学

肢体不自由児･者が、力強く、やがては社会の中で自信をもって
生きていくために、我々に求められているのは何だろうか。特別
【選択】肢体不自由児の自立と社 支援教育研究者であり当事者である立場から、韓国における教
任 龍在（教育学部准教授）
育や福祉の現状も紹介しながら自らの体験を振り返りつつ、肢体
会参加
不自由児の自立と社会参加について、考察を深めることを目的と
する。

群馬県前橋市

6時間 平成30年12月24日

教諭

小・中・高教諭、
特別支援学校教
諭等

6,000円

80人

平成30年10月12日～ 平30-10019平成30年10月19日 504235号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

知識偏重・内容注入など歴史学習にみられる課題を踏まえ、学
習課題の追究・解決を通して目指される資質・能力を育てる授業
の在り方を、基礎講義や意見交流を通して考察していきます。特
中尾 敏朗（教育学部准教授）
【選択】歴史教育の課題と方向性
に、新学習指導要領が示す方向性に留意し、その趣旨の解釈や
位置付けを確かめながら、今後求められる歴史学習の姿を探っ
ていきたいと思います。

群馬県前橋市

6時間 平成30年12月25日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

20人

平成30年10月12日～ 平30-10019平成30年10月19日 504236号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】目で見る光の世界

光は我々にとってとても身近な存在であり、多くの人々は物体か
らの光を直接的に、もしくはレンズや鏡などを通して間接的に捉
えることで周囲から情報を得ている。本講習では、そのような光
寺嶋 容明（教育学部准教授）
の基本的な性質として反射、屈折、干渉、回折、偏光などを解説
する。さらに、身近なものを使った観察なども行うので、理科授業
における実験のヒントが得られると期待される。

群馬県前橋市

6時間 平成30年12月25日

教諭

理科を担当する
中・高教諭

6,000円

30人

平成30年10月12日～ 平30-10019平成30年10月19日 504237号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

本講習では、からだ・気づき・対話を重視した鑑賞（表現）教育に
ついて実践的に学びます。今、教育現場で求められている鑑賞
活動の前提となる学習観の変遷を抑えた上で、対話型鑑賞：VTS
【選択】からだ・気づき・対話の鑑
（ヴィジュアル・シンキング・ストラテジーズ）の基本的な内容や身 郡司 明子（教育学部准教授）
賞教育
体性を伴う鑑賞活動のあり方等を紹介し、実際にパフォーマンス
鑑賞劇（表現）にチャレンジします。幼児の表現領域から図工・美
術科の授業づくりに対応した内容になっています。

群馬県前橋市

6時間 平成30年12月25日

教諭

幼稚園・小学校・
美術科を担当す
る中学校・高等学
校教諭

6,000円

30人

平成30年10月12日～ 平30-10019平成30年10月19日 504238号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】幾何学の歴史

本講習では、人類が古代から近代までに積み重ねてきた幾何学
的考察を順に辿り、それがどのように進展・変革してきたかを追
体験する。特に、古代ギリシャにおいてユークリッド幾何学（高校
山本 亮介（教育学部准教授）
までで学ぶ幾何学）がどのように完成したのか、さらに、"幾何学
= ユークリッド幾何学"である期間がおよそ2千年続いたのちに、
新たな幾何学たちが誕生する様子を解説する。

群馬県前橋市

6時間 平成30年12月26日

教諭

数学担当の中
学・高校教諭

6,000円

60人

平成30年10月12日～ 平30-10019平成30年10月19日 504239号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】合唱

本講習では楽しく表現豊かな演奏にするための必要な発声指
導、楽曲の解釈と表現の工夫等を実践的に研究する。我々教員
は子どもたちのあふれ出る想像力をどれだけ引き出せているだ
山崎 法子（教育学部准教授）
ろうか、または引き出すためのポケットをどれだけ持っているだろ
うか。そのようなことを考えながら明るく楽しく音楽に取り組みた
い。

群馬県前橋市

6時間 平成30年12月26日

教諭

小教諭、音楽を
担当する中・高教
諭

6,000円

30人

平成30年10月12日～ 平30-10019平成30年10月19日 504240号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

【選択】器械運動の理解

小学校、中学校、高等学校または幼稚園で扱われる器械運動各
種目の運動特性についての学習を行い、教材としての器械運動
に関する理解を深める。また、マット運動、鉄棒、跳び箱に関する 新井 淑弘（教育学部教授）
各自の技能の確認を行った後に、各種目の練習方法と補助方法
等に関する実習を行う。

群馬県前橋市

6時間 平成30年12月26日

教諭

幼稚園・小学校
教諭、保健体育
を担当する中学
校・高等学校教
諭

6,000円

40人

平成30年10月12日～ 平30-10019平成30年10月19日 504241号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/
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埼玉大学

学校生活の大半の時間を占めるのは授業である。授業は学級づ
くりのもっとも重要な活動の１つとなる。教師が子どもを理解す
る、子どもたちが充実した学校生活を送るための様々な工夫は、
学級経営がうまくいってこそ、初めて生きてくる。 しかし一方、「子
どもを理解しようと思っても、どうもうまくいかない」、「学級の雰囲
【選択】学級経営とつなげた国語
気を良くしたいのに、なかなか思うようにならない」と感じる先生方 坂口 智（教育学部非常勤講師）
科指導法
も増えてきている。
そこで、毎日１時間はある国語の授業と学級経営との相互関係を
考えたうえで、国語科における授業改善の方策、国語科の指導
案の書き方等を学ぶ。また、授業の達人のＤＶＤ（小学校１年生
国語の授業）を視聴する場を提供する。

埼玉大学

知識だけでなく、自らの頭で考えることを通して、国語科教諭が
知っておくべき日本語文法を学ぶ講習です。私たちが普段何気な
埼玉県さいた
【選択】国語科教諭のための日本
く使っている日本語には、どのようなルールがあるのか、改めて 鈴木 彩香（大妻女子大学文学部非常勤講師）
ま市
語文法
捉え直す分析法について学びます。具体的なトピックとしては、
「格」「動詞」「時間の表現」などを予定しています。

埼玉大学

【選択】中世武士の館・城と近世
城下町

初等・中等教育の教科書における鎌倉武士の館のイメージは、
堀と矢倉門を具備した方形館であろう。しかし、このイメージは近
年の研究によってほぼ一新されている。また、戦国大名の城・城
下町の形成についても、近年の研究成果は、教科書の説明とは
異なったイメージを提示している。一方、戦国大名城下町と近世 清水 亮（教育学部准教授）
城下町の連続・断絶面についてみると、教科書の記述は近年の
研究成果を摂取した形跡がある。本講義では、これらの課題を具
体的に論じ、時代区分、教材研究の手がかりを提示することを目
指す。

【選択】市場の理屈と実際の
ニュースをつなぐポイント

(1)日本の輸出入は年間80兆円に満たないのに、1営業日あたり
東京での外貨取引は40兆円に達する。こうしたストック取引と、
GDPに代表されるフローの数字の「バランス」を理解してもらう。
(2)市場メカニズムのどこが生活に直結し生活を動かすのか、「セ 並河 永（大学院人文社会科学研究科教授）
ンス」を身につけてもらう。(3)これらを踏まえて、経済学部の卒業
論文指導の実際や、入学後に直面しやすい困難についても触れ
る。

【選択】英語詩と生活文化

英語は本来リズム感に富んだ言語であり、その豊かな音楽的側
面は、英語圏の生活文化における多様な詩的表現に根付き、受
け継がれ、生き続けている。本講習では、英語詩の音声面の基
礎である韻律法を踏まえ、墓碑銘・伝承童謡・児童詩・滑稽詩・覚 武田 ちあき（教育学部准教授）
え歌などを概観する。とくにマザーグースが、いかに唄の形で社
会的弱者の存在と関わってきたか、また小説・ポップソング・新聞
記事・商品などの背景となって親しまれてきたかを考察する。

【選択】「17段目の秘密」の秘密

中学校数学での発展的題材の定番である「17段目の秘密」を題
材・出発点として、いろいろな数学の世界を少しずつ眺めていき
飛田 明彦（教育学部教授）
ます。整数の性質や合同式、フィボナッチ数列と黄金比、連分数
とフラクタル集合などについて紹介する予定です。

【選択】身近な植物の生き方

身の回りには様々な植物が、他の生物と関わりながら生育してい
ます。また自由に動き回ることのできない植物は、重力や光など
環境から得られる情報をたくみに利用しながらたくましく生きてい
ます。本講習では、植物が重力や光を利用し、他の生物と関わり 金子 康子（教育学部教授）
ながら生きる仕組みを顕微鏡で観察します。さらに、埼玉県羽生
市宝蔵寺沼が国内最後の自生地となった水生食虫植物ムジナモ
を顕微鏡観察し、その生育と環境の関わりについて考えます。

【選択】宇宙線観測が拓く高エネ
ルギー宇宙物理学

導入として宇宙を理解するうえで役に立つ力学・電磁気学の基礎
を解説します。続いて原子・素粒子についての基礎知識を提供す
るとともに、関連して「放射線」についてその科学面からの正しい
理解を習得します（含実習）。そのうえで、自然放射線の1成分で 井上 直也（大学院理工学研究科教授）
ある、宇宙から飛来する「宇宙線」をとりあげ、ブラックホールなど
の研究のために行われている、超高エネルギー領域宇宙線の最
新研究を紹介し、宇宙の謎とその解明への取り組みを学びます。

埼玉大学

【選択】DNA損傷と突然変異

生命の設計図であるDNAは、身の回りの紫外線や化学物質によ
る攻撃や、ＤＮＡ複製に伴う切断などによって絶えず傷ついてい
る［ＤＮＡ損傷］。その傷を完璧に直すこと［ＤＮＡ修復］で生命が
維持されるが、中には修復の誤りによって遺伝子の機能が失わ 畠山 晋（大学院理工学研究科准教授）
れることもある［突然変異］。これらの用語を正しく理解し、ＤＮＡ
の維持のしくみと突然変異、そして遺伝の関連性を把握すること
を目的とする。

埼玉大学

ご飯とみそ汁は日本人の食の基本となるものであり、小学校の
家庭科でも必ず取り上げられる題材である。これらは日常的に調
理される身近な料理であるが、調理科学的、食文化的な角度か
【選択】ご飯とみそ汁、おいしさを
ら見てみると、また違ったものが見えてくる。この講座では、これ 島田 玲子（教育学部准教授）
科学する
らの料理をもう一度見直し、日本人の食についての理解を深めた
い。また、私たちは五感を使って料理を味わっている。おいしいと
感じる要因についても考えてみたい。

埼玉大学

埼玉大学

埼玉大学

埼玉大学

埼玉大学

時間数

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市
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講習の期間

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月17日

対象職種

教諭

教諭

教諭

主な受講対象者

小学校教諭

中学校・高等学
校国語教諭

小学校教諭、中
学校社会教諭

教諭

中学校社会教
諭、高等学校公
民教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

教諭

教諭

教諭

中学校・高等学
校数学教諭

小学校教諭

中学校・高等学
校理科教諭

教諭

中学校理科教
諭、高等学校理
科・農業教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭教諭

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

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30-1002070人
504942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

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30-1002070人
504943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

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30-1002070人
504944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

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30-1002070人
504945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

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30-1002070人
504946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

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30-1002070人
504947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

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30-1002035人
22日
504948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

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30-1002035人
22日
504949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

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30-1002035人
504950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

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30-1002035人
22日
504951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

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

埼玉大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

初見視奏を中心としたピアノ演奏法。グランドピアノおよび電子鍵
【選択】ピアノ演奏法～初見視奏 盤楽器を使って、独奏、連弾、合奏（スコア）等の初見演奏を行
蛭多 令子（教育学部教授）
う。試験は３コマ目に独奏曲を出題して行うが、試験前に多少練
を中心に～
習時間を設けることとする。

デザインのはたらきや役割について講義およびデザイン演習を
通して学ぶ。デザインの基本的な知識と題材指導における重要
な観点について講義をおこなう。従来の『審美的な有様』と近年
求められている、エコロジーやサスティナブルなどに基づくデザイ 高須賀 昌志（教育学部教授）
ン思想や、伝統・文化と現代のデザインとの繋がりについて考え
る。演習課題では段ボールを用いた『椅子』の制作をおこない、
実践を通してデザイン創造のプロセスについての理解を深める。

埼玉大学

【選択】デザインを学ぶ

埼玉大学

小学校のボールゲーム・ボール運動、特にサッカーの指導にお
ける考え方（理論）を学び、実践を通して運動技能構造の理解を
深めていく。講習は講義形式および実技形式で行う。講義内容
は、ボールゲームにおけるボール保持者およびボールを保持し
【選択】ボールゲームの指導にお
ない者の戦術達成力の獲得に関する理論を中心に、指導上の留 菊原 伸郎（教育学部准教授）
ける基本的な考え方
意点について進めていく。実技では、ボールゲームの基本技能
（ボール投げからボールを足でコントロール）を獲得するための技
能および戦術達成力の向上過程について実践を通して紹介し、
技術・技能・戦術に関する指導力向上を目指す。
発達障害など特別なニーズを有する子ども達を、幼稚園等の「教
育実践の中で」育むための、「具体的な支援方法」を学びます。
①発達支援のニーズを踏まえた、個別の指導計画の作成プロセ
スとその効果的な運用方法②園外の関係機関や専門家との「連
森 正樹（埼玉県立大学保健医療福祉学部准
携と協働」の留意点と方法、園内のチーム形成と協働の促進③
教授）
「保護者との信頼関係」を構築するための、相談技法やコミュニ
ケーションの技法上記①～③をテーマとし、具体的な実践事例を
ベースに、事例検討やグループワークを採り入れた学習を進め
ます。

埼玉大学

【選択】発達の気になる子どもの
理解と支援

埼玉大学

近年の健康教育と行動科学の進歩をもとに、健康行動への意思
決定と行動変容に向けて子供の動機づけを高め、健康行動の実
践を促すための指導の在り方を講義する。その他、知識の習得と
【選択】自己実現をめざす健康教
活用を重視した保健学習・保健指導の基礎・基本から、具体的な 戸部 秀之（教育学部教授）
育
授業づくりまで、保健教育の実際について講義する。具体的に
は、基本的生活習慣の改善やインターネット利用と健康などを取
り上げる。

埼玉大学

算数を学ぶとは、そもそもどのようなことなのか。 本講習では先
ず、私たちが普段、当たり前に行っている（と思っている）ことの本
【選択】算数科で育成すべき資
質について考えます。そして、これからの時代に相応しい学校教
質･能力－主体的･対話的で深い 育の在り方、そこでの算数教育の在り方、さらに算数科で育成す 二宮 裕之（教育学部教授）
学びの実現を通して－
べき資質･能力について、「主体的･対話的で深い学び」をキー
ワードとして考察を進めることで、次期学習指導要領において求
められる新たな学校教育と算数教育の在り方を探ります。

高等学校統計領域（特に数学B）で扱われる内容のより深い理論
的な理解を目指す。確率の基本的概念と、大数の法則、中心極
限定理などの極限定理の確認、区間推定や仮説検定などの推 吉川 美佐子（理学部非常勤講師）
測統計の基本的な考え方や手法を学ぶ。簡単な演習を行いなが
ら進める。

埼玉大学

【選択】統計学入門

埼玉大学

(1) 【応用化学】化学反応を用いる定量分析の基礎である化学量
論を、酸塩基反応など、中学・高校で学ぶ基本的な化学反応を例
にとって解説します。(2) 【建設工学】コンクリート構造物に発生し 渋川 雅美（大学院理工学研究科教授）
【選択】生徒に伝えたい科学技術
得るひび割れについて、なぜひび割れが入るのか、 ひび割れが 大澤 裕（大学院理工学研究科教授）
の面白さ（１）
あると構造物にどういった影響があるのかについて講義します。 浅本 晋吾（大学院理工学研究科准教授）
(3) 【情報通信】コンピュータ発展の簡単な歴史と、人工知能、IoT
などの最新の話題について解説します。

埼玉大学

本講習では、家庭科における住生活学習のあり方について、住
教育の観点から幅広く検討します。国土交通省等による「住教育
ガイドライン」の内容も参考にしながら、住まいと住生活の基礎的
【選択】家庭科における住生活学
知識について解説し、授業展開に生かすことを目的に小演習に 亀崎 美苗（教育学部准教授）
習の検討
取り組みます。また、具体的な授業実践を紹介し、内容に関する
ディスカッションを通して、より良い居住生活を送るための住生活
学習のあり方を検討します。

講習の開催地

時間数

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市
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講習の期間

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月20日

6時間 平成30年8月20日

6時間 平成30年8月20日

6時間 平成30年8月20日

対象職種

教諭

教諭

教諭

教諭

養護教諭

教諭

主な受講対象者

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育教諭

幼稚園教諭

養護教諭

小学校教諭

教諭

中学校・高等学
校数学教諭

教諭

中学校・高等学
校理科・工業・情
報教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

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30-1002030人
504952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

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30-1002035人
504953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

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30-1002070人
504954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

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30-1002035人
504955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

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30-1002035人
504956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

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30-1002070人
22日
504957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

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30-1002070人
504958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

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30-1002035人
22日
504959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

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30-1002035人
504960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

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

埼玉大学

一般的なゴール型球技のオフェンス指導は、個人技から部分練
習そしてゲームへという流れです。しかし、この一般的な指導法
でゲームをすると部分練習の内容や習得された個人技が全く生
かされないことが多い。そこで、指導法に対する考え方を変えて、
【選択】全体的なオフェンスの動き
全体（戦術学習）から部分練習や個人技へと流れる指導法を考
松本 真（教育学部准教授）
（戦術学習）から入るゴール型球
案しています。具体的には、攻撃の全体像（典型的な攻撃の型）
技（バスケットボール）の指導法
の一つを提示し、それを基本にゲーム時の動き方（特にボール非
保持者の動き方）、ゲームに必要な部分練習や個人練習を導き
出そうと試みます。本講習では、バスケットボールを事例にして、
この考え方を紹介したいと思います。

埼玉大学

通常の学級には、発達障害の疑いのある児童生徒をはじめとし
て特別な支援を必要とする児童生徒が、複数在籍しています。そ
こで個に応じた指導だけでなく、全員にとってわかりやすい授業
【選択】特別支援教育の視点を生
づくりをすることが求められています。これまで特別支援教育の 長江 清和（教育学部附属教育実践総合セン
かした授業のユニバーサルデザ
現場で培われてきた指導方法等を活用していく授業のユニバー ター教授）
イン
サルデザインは、わかりやすい授業のために有効です。実践例と
しては小学校を中心としますが、中高や特別支援学校でも応用で
きる内容とします。
例えば、子どもが「どうせ自分は頭が悪いから勉強をしてもムダ」
といったら、あなたはなんと声をかけるだろうか？そもそも、この
子どもはなぜそのように考えるのだろう？ この講習では、日常
的な事例から、「なぜその現象が起こるのか」「どう対処すればい
いのか」を社会心理学の特に対人関係の理解に役立つ内容をと 雨宮 有里（教養学部非常勤講師）
りあげ学ぶ。具体的には「原因帰属（出来事はなぜ起こったの
か）」「ソーシャルスキル（話す・聴く・葛藤解決のスキル）」であ
る。ソーシャルスキルに関しては演習も取り入れて実践的に学
ぶ。

講習の開催地

時間数

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

講習の期間

6時間 平成30年8月20日

6時間 平成30年8月20日

6時間 平成30年8月20日

対象職種

主な受講対象者

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育教諭

教諭
養護教諭

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

全教諭、養護教
諭

受講料

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30-1002070人
504962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

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30-1002070人
504963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

平30-10020504964号

048-858-9235

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

平30-10020504965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30-1002070人
22日
504966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

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30-1002070人
22日
504967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

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30-1002070人
504968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

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30-1002030人
22日
504969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

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

埼玉大学

大村はまの国語教室における授業実践は、国語科単元学習とし
て知られている。そして、その単元学習の実践には、今日の国語
教室においても活かせるヒントが多々隠されている。例えば、単
【選択】大村はま国語教室に学ぶ 元を構想する際の着眼点や、カリキュラムの構成方法、手引きの 甲斐 伊織（教育学部非常勤講師）
作成の観点、単元と単元の関係性等である。大村はまの授業実
践の検討を出発点として、今日の国語教室で活用し得る知見を
探っていく。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校国語教諭

6,000円

埼玉大学

社会科、公民科、商業科において、実際の企業の様々な事例
（ケース）を教材として取り扱う際、指導する側がその事例に対す
るしっかりとした教材観をもつことが大切です。特に実際の企業を
【選択】社会科、公民科、商業科 教材として扱う際、経済観、企業観を歴史、経済政策、制度改
對馬 秀男（東京都立第四商業高等学校主幹
の授業における現代企業の教材 正、産業構造等の側面から大きな流れを捉えておくことが重要で
教諭）
化とその指導方法
す。この講習では、先生方が学校現場の授業ですぐに活用でき
る様々な資料を用いて、日本経済の推移と日本の企業経営の変
化、そしてその背景を考察し、現代企業が直面している経営環境
の変化と諸問題について学びます。

埼玉大学

昨今、文法訳読を中心とする従来型の英語教育は非常に評判が
悪い。大学入試の英語試験の変化もそれを敏感に反映している
ようである。今回の講習で検討したいのは、日本の英語教育が直
面している〈「教養（訳読）としての英語」ＶＳ「コミュニケーションと
【選択】英語教育と比較文化研究 しての英語」〉という対立図式の背景にあるものは何か、という問 吉田 和久（帝京科学大学総合教育センター講 埼玉県さいた
題である。それは単に《国際化》や《情報化》ということばかりでは 師）
ま市
のあいだ
ないと思われる。英語教育に隣接する分野である比較文化研究
の成果を紹介しつつ、日本の英語教育の《系譜》についてお話し
たい。文化論や文化史の立場から英語教育を考えていただく機
会になれば幸甚である。

埼玉大学

【選択】ヴァイオリンを学ぼう（理
論と実践からのアプローチ）

ヴァイオリンの歴史やその構造についての講義と、演習（実技）に
よる奏法研究を行う。作音楽器（音程や音色を自分でつくらなけ
ればならない楽器）の持つ魅力を、様々な角度から味わっていた
だこうと考えている。「歌う、演奏する、つくる、聴く」等の実践的な 伊藤 誠（教育学部教授）
音楽体験を通して、音に対する感覚能力を磨くことを目的としてい
る。ヴァイオリン学習未経験者は特に大歓迎。ただし簡単な楽譜
は読めることを前提としたプログラムを用意する。

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市
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6時間 平成30年8月21日

6時間 平成30年8月21日

6時間 平成30年8月21日

6時間 平成30年8月21日

教諭

教諭

小学校教諭、中
学校社会教諭

中学校社会教
諭、高等学校公
民・商業教諭

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

ＵＲＬ

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

埼玉大学

埼玉県さいた
ま市

電話番号

048-858-9235

国語が専門でなかったり、国語の授業がどうも苦手で困っている
小学校の先生方を対象として展開します。いまさらちょっと聞きに
【選択】PISA型読解力を意識した
くい「PISA・ＰＩＳＡ型読解力って何か」について確認した上で、小 建石 哲男（教育学部非常勤講師）
小学校国語の授業
学校の教科書教材を題材に、今後の国語の授業展開のヒントと
なるように講習を行います。

【選択】観光と教育

認定番号

6,000円

【選択】対人関係の社会心理学

埼玉大学

受講者募集期間

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30-1002070人
504961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。）

埼玉大学

ヒト・モノ・カネ・コトの移動性が高まるなかで、観光産業の重要度
がとみに高まっています。身近な地域社会や生活様式から一歩
離れて、それらを相対化する観光という営みは、今や特別な余暇
活動というよりも日常的なものになりつつあります。それは自己と
他者の共通点や差異を認識する機会にもなりますし、自分たちの 高橋 雅也（教育学部准教授）
地域を見つめ直すことにもつながります。そのような意味で、観光
と教育には多くの接点があり、移動の時代を生きる児童・生徒に
は格好の素材になりそうです。その可能性について、みなさんと
一緒に考えていきたいと思います。

受講人数

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
70人
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
70人
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（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

埼玉大学

造形・美術教育における鑑賞能力の発達段階論及び評価法の
【選択】鑑賞活動のためのアート・ 例を紹介し、それらの理解を図ると共に、鑑賞活動に有効なアー
内田 裕子（教育学部准教授）
トカードを初めとする各種アート・ゲームを取り上げ、その活用法
ゲーム実践講座
について受講者自らの実践を通して習得を目指す。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術教諭

6,000円

35人

埼玉大学

【選択】３Ｄプリンタなどを使った
教材づくり

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

35人

埼玉大学

国語の授業に苦手意識を感じている先生方を対象として展開し
ます。国語の授業を構成する言語環境の部分に着目して、読書
【選択】言語環境を意識した国語 指導、音読、群読などの指導の際のポイントなどを確認します。
建石 哲男（教育学部非常勤講師）
そして物語教材を用いて、国語の授業の在り方について一緒に
の授業展開にむけて
考えていきたいと思います。（小学校教材が中心となることをご了
解ください。）

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校国語教諭

6,000円

70人

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校・高等学
校国語教諭

6,000円

70人

6,000円

３Ｄプリンター、３Ｄ-ＣＡＤを活用した教材を作ります。自分で作り
山本 利一（教育学部教授）
たい教材のアイディアを事前に考えておくと、作業が早いです。

【選択】村上春樹の作品を読む

村上春樹の作品を題材とし、作品解釈の実践例を示す。作家の
生涯、活躍した時代背景、作品の記述内容などの情報を必要に
応じて臨機応変に活用し、より説得力のある解釈を導き出すこと
徳永 直彰（大正大学表現学部専任講師）
に主眼を置く。本講義では『ノルウェイの森』を中心に取り上げる
が、他の村上春樹作品、映画『ノルウェイの森』、また関連作品と
して宮崎駿『風立ちぬ』などにも言及する予定。

埼玉大学

【選択】楽しい地図・地球儀授業

小学校社会科に関係する、活動を中心とした地図・地球儀の授
業を実際に体験します。１．足とスマホで測る地球の大きさ 歩測
とスマートフォンを使って地球の大きさを測ります。２．地球儀の
作成 小さなボール地球儀を作成し、距離や方位を計測します。 谷 謙二（教育学部准教授）
３．地球儀の活用 一般的な地球儀を使って時間と季節を考えま
す４．弁当パック立体地図模型の作成 弁当パックのふたを使っ
て簡単に立体的な地図模型を作成します。

埼玉大学

過去20年ほどの間に、日本や各国の東洋史・中国史研究は大き
く進展し、それによってかつての中国史像も大幅に変わってい
【選択】世界史教育における中国 る。そしてこうした変化は、近年の社会科や世界史の教科書など 小野寺 史郎（大学院人文社会科学研究科准
にも次第に反映されつつある。本講習では、中国古代史から近 教授）
史像の変化
代史を対象に、具体的にどのような変化が生じているのか、その
ポイントは何か、についてわかりやすく解説する。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

【選択】日本銀行の役割

①金融論の基礎について解説する。②日本銀行の役割について
解説する。③日本の金融政策の論点について解説する。④新聞
結城 剛志（大学院人文社会科学研究科准教
等のメディアを参照しながら金融政策の論点について学び、社会
授）
科・公民科の教材について理解を深める。⑤①～③で学んだ内
容について、質疑応答を行う。

埼玉大学

【選択】対比を通じて理解する英
文法

本講習では、過去形と現在完了形、SVOO構文とSVOA構文、
'break'と'cut'など、類似点を示しつつも異なる構文や語彙のペア
を取り上げ、明確に対比させながらそれぞれについて理解を深め 田子内 健介（教育学部准教授）
ていく。理論的な枠組みにとらわれずに、英語学習者にとって難
しい、誤りやすいと思われる事項を非体系的に扱う予定である。

埼玉大学

平成29年3月告示の学習指導要領では、プログラミング教育が取
り入れられています。本講習は、小学校算数科と中学校数学科
を見通したプログラミング指導とその展開について、演習形式で
【選択】算数・数学とロボット操作 考察していきます。具体的には、教育版レゴ マインドストーム
松嵜 昭雄（教育学部准教授）
によるプログラミング指導
EV3とKinect for Windowsセンサーを連動して、教具レゴで製作し
たロボットを操作するプログラミングを体験して頂きます。なお、プ
ログラミングやコンピュータについての専門的知識や技能は必要
ありません。

埼玉大学

評価が重要であることはわかっていても、「評価は時間がかかっ
て大変、辛い」、「具体的にどうすればいいのかが難しい」といっ
た声を聞きます。本講座では理科を中心に、多忙な学校現場に
おいて活用可能な教育評価について一緒に考えていきます。具
【選択】楽しい評価の話－指導と
体的には、評価についてワークショップ形式で議論したり、実験を 中島 雅子（教育学部准教授）
評価の一体化って何？－
活用した具体的な評価方法を考察したりする活動を通して評価
への理解を深め、そのイメージを変えていただきたいと考えてい
ます。「評価はちょっと・・」と考えておられる小学校教諭の方々の
受講を歓迎します。

埼玉大学

埼玉県さいた
ま市

平30-10020504971号

048-858-9235

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

平30-10020504972号

048-858-9235

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

平30-10020504973号

048-858-9235

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

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30-1002070人
504974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

平30-10020504975号

048-858-9235

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

平30-10020504976号

048-858-9235

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

平30-10020504977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30-1002070人
22日
504978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

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30-1002070人
504979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

6時間 平成30年8月23日

教諭

6,000円

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校社会教
諭、高等学校公
民教諭

6,000円

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

6,000円

埼玉県さいた
ま市
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6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校数学教諭

小学校教諭

ＵＲＬ

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

中学校社会・高
等学校地理歴史
教諭

教諭

電話番号

048-858-9235

小学校教諭

6時間 平成30年8月23日

認定番号

平30-10020504970号

教諭

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月23日

受講者募集期間
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
70人
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
70人
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
70人
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（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

埼玉大学

(1) 【応用化学】合成高分子生産量の45％を占めるポリエチレン
およびポリプロピレンの工業的製造法、構造と物性の関係につい
て解説します。(2) 【機械工学】機械工学で学ぶ流体力学におい
黒川 秀樹（大学院理工学研究科教授）
【選択】生徒に伝えたい科学技術 て、「渦」はとても重要な要素の一つです。この渦について根本原
平原 裕行（大学院理工学研究科教授）
理を説明し、かつ、簡単な実験によってその特徴を解き明かしま
の面白さ（２）
柿崎 浩一（大学院理工学研究科准教授）
す。(3) 【電子工学】コンピューターの記憶装置として広く使われて
いるハードディスクドライブとソリッドステートドライブの記録・再生
原理から記録容量向上のための技術を概説します。

埼玉大学

主として技術教育に関する電気・電子回路において、例えば何故
ここでこの値の抵抗器が使われているのか、などという部品定数
【選択】電気分野における科学技 に関する疑問を持たれた方は多いと思います。本講習では、トラ
荻窪 光慈（教育学部准教授）
ンジスタ等の電子部品を用いた簡単な回路の設計・製作ができ
術教材の設計・製作入門
るようになることを通じて、そのような疑問を解消することを目指し
ます。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

【選択】声楽演習 発声の基礎

音声生理学や音声学の基礎を学び、理論的に裏付けのある声
楽発声方法を考え、習得する。

埼玉大学

【選択】多様な美術

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

中学校・高等学
校理科・工業教
諭

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
技術教諭

6,000円

35人

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

6,000円

25人

いい、うつくしい、すばらしい.......人類が見い出し、創り出した様々
なものを、時代･民族等を越えて観つめなおす。その上で知ること 横尾 哲生（教育学部教授）
と解ること、人にとっての美術について考える。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術教諭

6,000円

35人

埼玉大学

運動不振や発達性協調運動障害(DCD)に関する研究を紹介しつ
つ，身体運動の巧みさと不器用さについて下記の4つの視点から
【選択】身体運動の巧みさと不器 概説します。運動が苦手な児童・生徒の指導に多少なりとも貢献
古田 久（教育学部准教授）
できれば幸いです。1) 運動課題の分析2) 感覚・知覚と運動のコ
用さの心理学
ントロール3) 運動のコントロールにおける自由度4) 運動嫌い・運
動恐怖心と動機づけ

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育教諭

6,000円

70人

埼玉大学

子どもたちは自分たちを取り巻く様々な環境とかかわりながら、
「感じること」と「表すこと」を絶え間なく繰り返しています。「描き、
つくる」過程の中で様々に思考し、創造力を発揮しながら自らのイ
【選択】表現をつくり出す学びとし
メージを豊かにし、自分自身の世界を広げています。そのような 木村 早苗（教育学部非常勤講師）
ての造形表現・図画工作
子どもの表現の意味を、具体的な子どもの活動や作品から読み
解き、さらに、身近な素材である紙を使って、「感じ・表現する」体
験をしていきます。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

埼玉大学

養護教諭としての特性を生かし、現代的健康課題の解決のた
め、関係教職員や家庭、外部の専門機関等と連携して行う学校
保健活動について、演習等を取り入れ実践的に考察する。具体
【選択】子どもの行動変容を促す
的内容としては、児童生徒の行動変容を促す個別・集団の保健
養護教諭実践の工夫
教育と保健管理、双方をリンクさせる学校保健プログラムの構
築、学校医や外部の専門機関等と連携して行う保健管理・健康
相談など。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月23日

養護教諭

養護教諭

6,000円

35人

現職小学校教諭
のうち免許状更
18,000円
新講習受講期間
該当者

7人

小野 和彦（教育学部准教授）

齋藤 久美（筑波大学附属小学校養護教諭）

小学校理科で学ぶ観察・実験において、授業で実際に使える指
お茶の水女子大
導法や実験技術を、実習を通して学ぶ。新学習指導要領におけ 吉村 和也（サイエンス＆エデュケーションセン
【選択】理科実験指導力養成講座
学
る新単元や、苦手に感じる人が多いテーマ（電気、安全管理、天 ター特任准教授）
体地球など）について、取り上げる。

東京都文京区

6時間 平成30年8月23日

18時間

平成30年7月25日～
平成30年7月27日

教諭

6,000円

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30-1002035人
504980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。）

教諭

埼玉県さいた
ま市

受講者募集期間

電話番号

ＵＲＬ

048-858-9235

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

平30-10020504981号

048-858-9235

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

平30-10020504982号

048-858-9235

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

平30-10020504983号

048-858-9235

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

平30-10020504984号

048-858-9235

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

平30-10020504985号

048-858-9235

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

平30-10020504986号

048-858-9235

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

平成30年4月16日～
平成30年7月4日

平30-10030506281号

03-5978-5141

http://www.cf.ocha.ac.j
p/SEC/

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。）

新潟大学

平成29年3月小学校学習指導要領改訂の背景について概観した
後、国語科の改訂のポイントを整理する。その上で、改訂のポイ
ントを踏まえたこれからの国語科の学習指導法について、講義及
【選択】小学校国語科学習指導法
足立 幸子（教育学部准教授）
び演習方式で研修する。さらに、最新の研究動向を踏まえ、学校
図書館を利用した授業の構成や、教科書以外の教材の開発につ
いても考察する。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月16日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504394号

025-262-7103

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

新潟大学

【選択】言語学から見た英語

(前半）英語のいくつかの数量表現に焦点を当て，それらを含む
名詞句の意味的性質について考察する。現代言語学の研究にお
ける知見をわかりやすい形で解説し、英文法の体系的理解の助
本間 伸輔（教育学部准教授）
けとしたい。
(後半）円滑なコミュニケーションのためには場面に応じて的確に 山田 陽子（経済学部准教授）
言語表現を使い分ける必要がある。本講習では、英語母語話者
の英語表現の使い分けを考察し、考察結果を教室活動でどのよ
うに活かすことができるかを検討する。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月16日

教諭

中学校教諭（英
語）、高校教諭
（英語）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504395号

025-262-7103

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

【選択】化学への誘い（自然に学
ぶ化学・希土類の化学）

（前半）薬は，自然界の動植物に含まれる化学物質，その中でも
特に鏡像異性体といわれる１対の有機化合物を模倣して化学合
成されるものが多い。身近の薬剤を介して，有機化学と自然，
鎌田 正喜（教育学部教授）
我々の生活・生命活動と自然が密接に関係していることを学ぶ。
五十嵐 智志（教育学部准教授）
（後半）私たちの生活必需品，携帯電話・ＰＣなど磁石・発光素
子・充電池が入っている製品には希土類・レアメタルが使用され
ている。希土類・レアメタルの特異な性質について解説する。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理
科）、高校教諭
（理科）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504396号

025-262-7103

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

新潟大学
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音
楽）、高校教諭
（音楽）、特別支
援学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504397号

025-262-7103

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

新潟大学

【選択】器楽演奏法

（前半）各自が選曲し、準備した曲（難易度は自由、伴奏でも可）
の演奏を行ない、音楽教育の様々な場面で必要となるピアノ演奏
について考察する。ピアノ演奏、器楽演奏における基本的な心構
田中 幸治（教育学部准教授）
えから表現まで、幅広く着目していく。
宇野 哲之（教育学部教授）
（後半）器楽による音楽表現法を考察する。また、一般に普及す
る価格になった弦楽器で、簡単な楽曲が演奏できることを目標に
して、授業で活用できるようにする。

新潟大学

【選択】文字文化への意識

日常生活で使用する言語記号、とくに漢字と仮名についてその成
立および特色に言及することを通し、文字文化の奥深さと幅の広
さに気付きたい。また文字を書く際、巧く見せるコツや速書きする
岡村 浩（教育学部教授）
際の要点につき、改めて考える機とする。さらに応用として、手紙
を中心とするくらしに生きる書文化につき実践を行う。その際、す
ぐれた先人の見本を鑑賞材料として取り上げるものとする。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国
語）、高校教諭
（書道）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504398号

025-262-7103

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

新潟大学

【選択】数理の世界B

(前半）周の長さが与えられた平面図形の中で最大の面積をもつ
ものを求めよ。これは等周問題と呼ばれ、答えは円です。多くの
証明法が知られていますが、この講習では、長さや面積の定義を
印南 信宏（理学部教授）
振り返り簡明な証明を試みます。
（後半）太陽がどこに見えるかという原始的な問題は，理科として 渡邉 恵一（理学部教授）
は過剰な簡単化をしてさえ，ある程度の数学的な難しさがある。
この話題を通じ，ピタゴラスの定理，三角関数，ベクトル，空間図
形などの基礎及び応用を考える。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月18日

教諭

中学校教諭（数
学）、高校教諭
（数学）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504399号

025-262-7103

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

新潟大学

この講習では，流れる水の働きが作る地層や大地の成立ちにつ
いて考える．特に地層の形成の基本的なメカニズムと様々な地
【選択】流れる水の働きが作る大 層の特徴について解説する．新潟平野の地形や成立ちの特徴に
髙清水 康博（教育学部准教授）
ついても考えてみたい．また，東日本大震災に関わる地学現象
地と津波防災
の紹介もする．その上で，津波，津波堆積物や津波防災につい
て学習する．

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月18日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（理科）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504400号

025-262-7103

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

新潟大学

障害のある幼児、児童生徒の教育においては、具体的な指導方
針や合理的配慮等について、保護者との間で十分な情報共有
と、協議が必要である。しかしながら、保護者の心理の特徴を十
【選択】保護者との協働で進める
分に考慮せず、また具体的な指導方針などを示すことが出来ず 有川 宏幸（教育学部教授）
特別支援教育
に協議にのぞむことで、関係が壊れてしまうことが少なからずあ
る。そこで、本講義では保護者の心理の理解と、有効な協議の進
め方について検討する。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月18日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護
教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504401号

025-262-7103

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

新潟大学

(前半）今日的動向を踏まえた上で，「算数・数学的活動」，「アク
ティブラーニング」，「活用」，「言語活動」，「対話」といった今日的
なキーワードをもとに，算数・数学科の教材研究および授業構成
阿部 好貴（教育学部准教授）
【選択】算数・数学科の教材研究 のあり方について講義する。
(後半）算数・数学教育は、子ども達一人ひとりが経験の意味を増 垣水 修（教育学部教授）
と学習指導法
加させ、経験を再組織化していくための要となるものです。この観
点から算数・数学の学習内容と教材の機能について具体例を基
に考察します。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月19日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（数学）

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504402号

025-262-7103

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

新潟大学

【選択】社会の学び方（1）

(前半）本講習では、近年学校現場で配慮の必要性が問われる性
的マイノリティについて考える。性のあり方は個人の尊厳にもか
かわる事柄であることを踏まえ、学校現場でどのような対応が求
められているのかについて考える。
小泉 明子（教育学部准教授）
(後半）近年の学校では，児童・生徒を主権者として育てることが 釜本 健司（教育学部准教授）
教育の方針として確立してきた。こうした要請に応えるために育
成をめざす資質・能力やそれを具体化する教育内容・授業のあり
方について考える。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月19日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社
会）、高校教諭
（公民）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504403号

025-262-7103

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

新潟大学

【選択】ことばの発達と障害特性

子どもの言語発達とその獲得は成長を確認する大きな指標とな
る。本講座では言語獲得とその発達過程を理解し、知的障害、自
入山 満恵子（教育学部准教授）
閉症スペクトラム、学習障害などの障害特性に触れ、それぞれの
特性に応じた支援を考える。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月19日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護
教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504404号

025-262-7103

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

新潟大学

漢詩教材の中でも、李白・杜甫に代表される唐代詩人の詩は、
中・高等学校の国語教科書における定番であり、一部は小学校
の国語教科書にも収録されている。そこで本講習では、現行教科
【選択】漢詩教材の魅力と可能性 書において採用率の高い漢詩教材を扱い、基本事項と作品鑑賞 角谷 聰（教育学部准教授）
の視点について説明を行った上で、更に学習者の理解と関心を
深めうる関連作品を紹介する。併せて、唐詩を活用したアクティ
ブ・ラーニングの授業展開についても、例示を行う予定である。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国
語）、高校教諭
（国語）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504405号

025-262-7103

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

新潟大学

音楽科における資質・能力の育成について，実践場面を想定しな
がら理解を深める。新学習指導要領の背景や主体的、対話的で
【選択】音楽科教育の課題と学習 深い学び、音楽科の見方・考え方等を押さえるとともに、［共通事
伊野 義博（教育学部教授）
指導
項］，構造と曲想、表現及び鑑賞領域の指導事項，我が国の伝
統音楽を含む多様な音楽の学習、評価と評価規準などの観点か
ら、これからの音楽授業の具体的な姿について検討する。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音
楽）、高校教諭
（音楽）、特別支
援学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504406号

025-262-7103

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

新潟大学

跳ぶ、走る、バランスを保つなど運動機能を評価することは、生
【選択】身体運動機能の測定と評 徒の個性を伸ばす体育指導法に関連します。本講習では、これ
村山 敏夫（教育学部准教授）
価
ら運動機能に関わる項目を、従来の体力測定とは違った視点か
ら捉え、指導現場で活用できる手法を学ぶことを目的とします。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（保健
体育）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504407号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/
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新潟県新潟市

6時間 平成30年8月21日

教諭
栄養教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（家
庭）、栄養教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504408号

025-262-7103

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

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護
教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504409号

025-262-7103

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

日本語の変化・史的変遷を論じる立場から、現代日本語の文字・
表記・語彙・文法等に関わる「ゆれ／乱れ」の問題を取り上げる。
現在の日本語の有り様を言語変化のしくみや言語使用の背景と
磯貝 淳一（人文学部准教授）
ともに理解する。このことを通じて、言語の実態把握の視野を広
げ、「ルール」や「正しさ」といった規範の提示に終わらない言葉
の学習を可能にする視点を養うことを目指す。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国
語）、高校教諭
（国語）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504410号

025-262-7103

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

(前半）近年の都市や農村，身近な地域が抱える様々な社会問題
について，地理学等の研究成果を踏まえたり，地図や統計資料
を用いたりしながら具体的に調査・把握・考察する方法を体験的
前田 洋介（教育学部准教授）
に学ぶ．
(後半）近年，世界各地で大規模な「自然災害」が生じ，人命や財 小野 映介（教育学部准教授）
産が失われている．そうした「自然災害」の軽減に，小・中学校の
社会科教育はどういった貢献ができるのか．「自然災害」を人類
史に位置付けて，土地利用の過去・現在・未来を考えてみたい．

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社
会）、高校教諭
（地歴）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504411号

025-262-7103

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

新潟大学

新潟県の子どもの身長や体重が向上し、近年は体力テスト結果
工場の兆しを見せているが、昭和60年の体力水準に比べるとは
るかに下回っている。これは単に身体活動量の減少のみならず、
【選択】健やかなからだの育成―
生活様式全般の変化も大いに関係していることが生活実態調査 篠田 邦彦（教育学部教授）
体つくり運動を中心に―
からも明らかにされており、総合的な改善が求められる。中央教
育審議会答申を受け、改訂指導要領に取り入れられた体つくり
運動の趣旨の解説、体つくり運動の実践展開を実習する。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月22日

小学校教諭、中・
高校教諭（保健
教諭
体育）、特別支援
養護教諭
学校教諭、養護
教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504412号

025-262-7103

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

新潟大学

（前半）関数は数学において最も重要な概念の1つです。関数の
概念を育むにはどのような活動をすればよいのか，そもそも関数
とは何なのか。この講座では，関数の理解を深めるとともに，海
渡邊 道之（教育学部准教授）
【選択】授業づくりのための算数・ 外の教材・教具を紹介しながら教材作りのヒントを探ります。
（後半）パズルやゲームといった遊びのなかにも算数・数学的な 張間 忠人（教育学部教授）
数学入門
考え方を必要とするものが多くあります。この講習ではパズルや
ゲームの中にひそむ数学に着目し、その数学的な背景を知るとと
もに、教材づくりのヒントを探ってもらいます。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（数学）

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504413号

025-262-7103

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

新潟大学

【選択】英語文学の世界

(前半）中学校英語教科書に掲載されている文学教材を分析した
り、「文学作品における英語表現」や「文学作品から見る多様な
文化」に注目しつつ、英語で書かれた代表的な児童文学につい
岡村 仁一（教育学部准教授）
て見ていく。
辻 照彦（経済学部教授）
(後半）シェイクスピアの作品から名場面を抜粋して講読する。現
代英語との違いも確認しながら、その魅力的で力強い台詞が持
つ詩的な豊かさを鑑賞したい。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校教諭（英
語）、高校教諭
（英語）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504414号

025-262-7103

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

新潟大学

小中高等学校の通常学級における特別支援教育について，具体
【選択】特別支援教育の基礎理論 的な事解をまじえて解説する。具体的には、学習のユニバーサル
長澤 正樹（教職大学院教授）
-通常学級
デザイン、生徒指導におけるユニバーサルプログラムと段階的な
対応である。校内支援体制についても扱う。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護
教諭

6,000円

150人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504415号

025-262-7103

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

新潟大学

【選択】昆虫と植物の世界

昆虫（昆虫綱）は分類上の目のレベルでみても，その数は専門家
の間でも意見が分かれるほど多様で，現在30目程度が知られて
いる。本講習では，昆虫類の進化や系統関係、多様性ばかりで
なく，体節構造や配偶システムなどについても解説する。
工藤 起来（教育学部准教授）
維管束植物は25-30万種にもおよび，昆虫に次いで多様化した 志賀 隆（教育学部准教授）
生物群である。本講習では，その最新の分類体系について，系
統学，形態学に基づいて概説するとともに，保全生物学的な課題
についても取り上げる。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理
科）、高校教諭
（理科）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504416号

025-262-7103

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

新潟大学

【選択】音楽構造の理解とつくる
活動について

音楽作品は、人々の心に訴えかける力を持っている。実際に音
楽作品を分析したり、創作する上で必要な精神的、技術的な理解
清水 研作（教育学部教授）
を深めながら、具体的な作品の意図を知り、つくることのおもしろ
さを発見し学んでいく。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（音
楽）、特別支援学
校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504417号

025-262-7103

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

新潟大学

小学校の陸上運動や中学高校での陸上競技の授業は、ともすれ
ば数時間の練習と短距離走や長距離走のタイム計測、走幅跳や
砲丸投の記録計測等で終了してしまいがちである。しかし、近年
【選択】陸上競技/陸上運動のサ 陸上競技に関するスポーツ科学の研究成果は、オリンピックや世
山崎 健（新潟大学教育支援員）
イエンス
界選手権のデータと子どもたちの授業のデータとが絶対値の違
いはあるものの「共通項」を含むことが明らかになってきた。本講
義では、競技スポーツでの取り組みと授業での取り組みの「ブ
リッジ・ザ・ギャップ」を目指す教科内容を検討する。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（保健
体育）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504418号

025-262-7103

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

講習の名称

講習の概要

担当講師

新潟大学

（前半）食品の一次機能（栄養性）、二次機能（嗜好性）および三
次機能（生体調節性）について、調理学の視点から解説するとと
もに、食品表示や食物アレルギーなど、食品の安心・安全に関わ
高木 幸子（教職大学院教授）
【選択】健康的な食生活と学習指 る昨今の諸問題について紹介する。
（後半）生涯にわたって健康的な生活を営むことの重要性と食生 山口 智子（教育学部准教授）
導の工夫
活とのかかわりについて論じる。
また、より良い「食生活」を営むための知識・技術を習得するため
の学習環境や指導方法の具体的な工夫を協議する。

新潟大学

重度重複障害の中でも主に重度の知的障害と重度の肢体不自
【選択】重度重複障害の理解と支 由を伴う児童生徒における支援に関する視点について、基礎的
な発達的理解や支援に必要となる機能評価に関する理論、ICT
援
等を利用した支援事例の検討を通して考える。

新潟大学

【選択】日本語史から読み解く日
本語の諸問題

新潟大学

【選択】社会の学び方（2）

渡邉 流理也（教育学部准教授）

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

開設者名
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受講人数

電話番号

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

情報とセンサに関した内容として，制御機器の基礎となるモータ
を用い，各種モータの原理を学習し，実際のモータを動作させる。
【選択】「情報」と「センサ」の実践 さらに，市販のモデルキット（Mindstorm）を用いた機器の制御お 平尾 篤利（教育学部准教授）
教育
よび計測に関する内容を学習する。実践教育を重視し，グラフィ 鈴木 賢治（教育学部教授）
カルにプログラミングできるソフトを用いた制御・計測プログラム
の作成を行う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月24日

教諭

中学校教諭（技
術）

6,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504419号

025-262-7103

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

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月25日

教諭

中学校教諭（理
科）、高校教諭
（数学・理科・工
業）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504420号

025-262-7103

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

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月25日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護
教諭

6,000円

150人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504421号

025-262-7103

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

【選択】教育の方法と技術

主体的，対話的で深い学びに迫る為に具体的に学習者が何を考
えれば良いのか，その為の学習と評価の方法にはどのようなも
のがあるのかについて，思考スキル，シンキングツール，ファシリ
テーション，ICT活用など最新の具体例と理論的背景についてe
後藤 康志（教育・学生支援機構学位プログラ
ラーニングで学習します。対面授業では各現場でそれらを活用し
ム支援センタ－准教授）
た学びの可能性と課題にせまります。
この講義はインターネットによる視聴，フォーラム投稿，レポート
作成等(6月15日～8月20日)と併せて対面授業を受講し認定試験
に合格することにより修了（履修）認定が行われます。

新潟県新潟市

18時間 平成30年8月26日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭または 18,000円
高校教諭

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504422号

025-262-7103

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

新潟大学

【選択】自然科学応用の新展開
（農学）

（前半）私達は毎日いろんな食物を食べて生きているが、食物に
含まれる成分は私達にどのような影響を及ぼすのだろうか？本
講習では食べることの意義、食品成分の消化・吸収や機能、食品
城 斗志夫（農学部教授）
の安全性などについて学ぶ。
（後半）豪雨や地震にともなって土砂災害が多発する日本では， 権田 豊（農学部准教授）
砂防事業と呼ばれる防災事業が展開されています。本授業で
は，砂防事業の概要と、社会情勢や地球環境の変化にともなう
砂防事業の変遷を解説します。

新潟県新潟市

6時間 平成30年7月25日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理
科）、高校教諭
（理科・農業）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504423号

025-262-7103

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

新潟大学

これまでの第２言語指導理論の大まかな流れを概観したうえで、
第２言語・外国語としての英語の指導法を最近の第２言語習得理
【選択】英語科の教材研究と学習
論、言語心理学、認知心理学、さらには神経言語学などの分野 加藤 茂夫（教育学部教授）
指導法・評価法Ｂ
における進展に触れつつ紹介し、更に中学校・高等学校における
実際の指導に対する応用可能性を探る。

新潟県新潟市

6時間 平成30年7月28日

教諭

中学校教諭（英
語）、高校教諭
（英語）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504424号

025-262-7103

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

新潟県新潟市

6時間 平成30年7月31日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（保健
体育）、高校教諭
（保健体育）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504425号

025-262-7103

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

新潟大学

（前半）近年発展の著しい自動制御機械システム（ロボットなど）
の研究・開発を通して，自然科学が工学にどのように応用されて
いるかを概説する．また，未来の優れたエンジニアを育てるため
横山 誠（工学部准教授）
に必要な基礎力について考える。
金子 隆司（工学部教授）
（後半）自然科学応用の一つとして、高分子の合成法と機能性高
分子、特に電子機能高分子について、高分子の基礎から概説す
る。

新潟大学

【選択】自然科学応用の新展開
（工学）

新潟大学

小中高等学校の通常学級における特別支援教育について，具体
【選択】特別支援教育の基礎理論 的な事解をまじえて解説する。具体的には、発達障害のある児童
長澤 正樹（教職大学院教授）
生徒とその関連領域（いじめ、不登校、虐待、非行）への対応を
-特性に応じた対応
扱う。

新潟大学

新潟大学

【選択】体育授業の心理学

行動の始発、方向性、再現や継続を説明する概念が動機づけで
ある。講義では、体育授業における児童・生徒の学習行動やそ
の他の行動について、動機づけの観点から考察する。動機づけ
による行動の説明、内発的動機づけにおける有能感、自己決
森 恭（教育学部准教授）
定、関係性それぞれへの欲求とその充足、課題達成志向か自我
志向かという達成目標志向性、環境要因としての動機づけ雰囲
気の行動への影響などが主な内容である。

新潟大学

【選択】外国につながりのある児
童生徒の学習支援

グローバル化の進展に伴って教育課題が多様化するなか、学校
現場に外国人児童生徒だけではなく日本国籍であっても日本語
が母語ではない児童生徒が増加している。本講習では、バイリン
足立 祐子（教育・学生支援機構グローバル教
ガリズムや第二言語習得に関する理論及び外国につながる子ど
育センター准教授）
もたちに有効な学習支援や日本語でのコミュニケーション方法に
ついて講習を行う。また、現場での悩みなどの情報交換やその対
策方法についての話し合いの場も設ける。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月4日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504426号

025-262-7103

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

新潟大学

【選択】話しことばと書きことば

ことばには「話しことば」と「書きことば」の２種類がある。２つはほ
ぼ相補の関係にあるのであるが、そのことはあまり意識されてい
ない。 本講習では、ことばの機能、私たちがことばを獲得する
過程、明治期を中心に行われた「言文一致運動」の意義などを総 鈴木 恵（教育学部教授）
合的に「話しことば」と「書きことば」を分析・検討することを通し
て、改めて国語科の「話すこと・聞くこと」指導のあり方について探
究する。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国
語）、高校教諭
（国語）

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504427号

025-262-7103

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

新潟大学

（前半）健康で快適な住生活を形成するために必要な次の事項を
教示する。①住生活の内容と授業方法、②体感・体験実験を取り
入れた授業、③校舎を利用した実験実習、④家庭科の物品を活
【選択】健康で快適な住生活と衣 用した実験実習、④住生活の問題、⑤今後の住生活の動向
飯野 由香利（教育学部教授）
生活
（後半）健康で快適な生活を維持増進できる衣服の条件（①人体 中村 和吉（教育学部准教授）
の体温調節に応じた衣服、②皮膚の生理機能を促進する（抑制
しない）衣服、③活動促進する（抑制しない）衣服、④ヒトを危害か
ら防護する衣服）について述べる。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（家庭）

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504428号

025-262-7103

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

新潟大学

1）薬物乱用防止（喫煙防止を例に）：薬物乱用防止について，門
戸開放薬物（ゲートウエイドラッグ）とされる喫煙を例に児童・生徒
【選択】薬物乱用防止（喫煙防止 にとってわかりやすい学習方法を実例を通して検討する。
関 奈緒（大学院保健学研究科教授）
を例に）/感染症の基礎知識
2）感染症の基礎知識：感染と発症・発病の違い，主な病原体の
種類と感染経路，予防方法について学習するとともに，適切な対
策について検討する。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月16日

養護教諭

養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504429号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

学童期の児童においては成人と同様の病態，疾患が生じる。そ
の一方，成人期以降ではあまりみられない病態，疾患も少なから
ず経験される。本講習では，学童期児童の生理学的特質や全身
状態を把握するための基本的事項等の総論的事項，この時期の
小山 諭（大学院保健学研究科教授）
児童においてしばしば経験される病態，疾患のうち，外科領域に
おける各論的事項 －急性腹部症状・疾患，外傷等－ を中心に
概説するほか，災害時の際も含めて救急・救命処置を要するさま
ざまな病態について解説する。

時間数

受講者募集期間

認定番号

ＵＲＬ

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月17日

養護教諭

養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504430号

025-262-7103

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

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月18日

養護教諭

養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504431号

025-262-7103

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

講習の開催地

受講料

受講人数

電話番号

新潟大学

【選択】災害・救急医療と救急処
置

新潟大学

心と身体の両面に対応できるケアの方法を体験し、養護教諭とし
ての実践をケアの視点から振り返る。児童生徒の「身体への気づ
き」が心身のバランスとつながりを維持・回復し、心身の発達や対
人関係の持ち方、ものごとの認知の仕方等に変化をもたらすこと
【選択】養護教諭が行う児童生徒
を理解する。講義・演習の内容から、今後の児童生徒に活用でき 渡邊 岸子（大学院保健学研究科准教授）
のケア
るケアの方法を検討するとともに、養護教諭自身のセルフケアお
よび教職員のメンタルヘルスケアへの活用について検討する。例
として、プレゼンス、意図的タッチ、軽擦法、動作法、積極的傾聴
等である。

新潟大学

【選択】体のサポート-お口の健
康から元気で長生き-

学童期における歯科疾患の中で、特に有病率の高いのは、う蝕
（むし歯）および歯周疾患である。この２大疾患について新潟県の
現状を分析する。さらに、学童期における歯科疾患の予防体系に 葭原 明弘（大学院医歯学総合研究科教授）
ついて学ぶと共に、学校現場への応用法について検討する。ま
た、歯・口腔に関連する体の健康についても整理する。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月19日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504432号

025-262-7103

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

【選択】数理の世界Ａ

幾何学と数理物理をテーマに物理学の基礎理論の背景にある幾
何学について幾つかのトッピクスに絞って概説する。ベクトル解
析を始めとして相対性理論の背景にあるローレンツ幾何学，力学
の背景にあるシンプレクティック幾何学などについていかに数学
長谷川 敬三（教育学部教授）
（幾何学）が物理現象の背景に潜んでいるかを実感できる様に解
伏木 忠義（教育学部准教授）
説したい。また統計学は近年の数学教育において注目されるよう
になってきている。本講習は中学・高校で学ぶ統計学のやや発
展的な題材を学ぶことで統計学の考え方を身に着け統計学の有
用性を実感してもらうことを目的とする。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中・高校教諭（数
学）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504433号

025-262-7103

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

新潟大学

【選択】物性物理の世界

物性物理学（固体物理学）は，金属や半導体・絶縁体・磁性体・
超伝導体といった私の生活のまわりにすでに存在する物質や現
代の科学技術の基盤となる物質の性質を理解し，新たな物質の
性質を引き出すことで将来の科学技術を支えていく学問である。 摂待 力生（理学部教授）
本講義では，物質の電気的・熱的・磁気的な性質の特徴とその
起源について学ぶとともに，物質の合成方法や物質の多様な性
質を引き出す手法，将来的な展望について概観する。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校教諭（理
科）、高校教諭
（理科）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504434号

025-262-7103

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

新潟大学

ニュースでは度々、企業の不正会計が報じられますが、経済社
会の中で会計情報はどのような役割を果たしているのでしょう
か。会計情報は、利害関係者間の利害対立を調整したり、投資
【選択】経済社会における会計情 意思決定に役立つ情報を提供する役割を担っています。講習で
稲村 由美（経済学部准教授）
報の役割とその利用
は、経済社会における会計情報の機能と役割についてお話しま
す。主な受講対象者は高校教諭（商業）ですが、進路指導に役立
つと考えられますので、高校教諭、小・中学校教諭も受講可能で
す。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504435号

025-262-7103

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

【選択】現代社会と会社法

日本経済を支えるうえで、会社法は非常に重要な法的ルールで
ある。本講習では、このうち、①日本経済の発展と会社法改正
史、②会社企業の形態と会社法、③株式会社の仕組みとコーポ
レート・ガバナンス、④株式市場と企業金融、⑤企業集団とM&A 内田 千秋（法学部准教授）
について説明する。近時の議論や立法動向についても補足する
予定である。主な受講対象者は高校教諭とするが、小学校教諭、
中学校教諭も受講可能です。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社
会）、高校教諭
（地歴・公民）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504436号

025-262-7103

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

【選択】社会の学び方（3）

（前半）図像史料には多くの文化的コードが埋め込まれており、
時には文字史料以上の有益な情報を伝えてくれる。本時ではいく
つかの事例を示しながら、図像史料を歴史の授業でいかに活用
するか考えていく。
小林 繁子（教育学部准教授）
（後半）近代史研究と地域の歴史の関連について講義する。地域 麓 慎一（教育学部教授）
については、できるだけ新潟を対象とし、以下を講義の柱にす
る。①日本の開国期における新潟地域と世界・②新潟と対岸地
域（北京条約以後）・③新潟と対岸地域（日露戦後）

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月25日

教諭

中学校教諭（社
会）、高校教諭
（地歴・公民）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504437号

025-262-7103

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

新潟大学

【選択】日本近代小説の読解

漱石作『こころ』を取り上げ、特に「下 先生と遺書」に注目し、先生
の「遺書」の執筆動機について、さらには「遺書」の宛先が大学を
卒業して間もない、人間的にも未熟な青年「私」であるのはなぜ
先田 進（新潟大学教育支援員）
か？について検討、考察することによって、『こころ』が《小説批評
の小説》という基本性格を内在した小説であることを明らかにした
い。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月26日

教諭

中・高校教諭（国
語）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504438号

025-262-7103

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

新潟大学

日本の小学校・中学校・高等学校の英語教科書や教材を分析
し，その背後にある学習指導要領の指導法及び児童指導要録・
【選択】英語科の教材研究と学習
生徒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 松澤 伸二（教育学部教授）
指導法・評価法Ａ
語教育の教材・学習指導法・評価法の諸課題を，世界の外国語
教育や言語習得理論などの動向に照らして考察することも行う。

新潟県新潟市

6時間 平成30年10月13日

教諭

中学校教諭（英
語）、高校教諭
（英語）

6,000円

50人

平成30年8月17日～
平成30年8月31日

平30-10036504439号

025-262-7103

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

新潟大学

新潟大学

新潟大学
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受講料

6時間 平成30年10月14日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭

6,000円

50人

平成30年8月17日～
平成30年8月31日

平30-10036504440号

025-262-7103

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

新潟大学

教室におけるコミュニケーションの特徴から子どもの学習過程を
【選択】教室のコミュニケーション 捉える視点を、心理学に基づく理論的・実践的研究の知見を踏ま
一柳 智紀（教職大学院准教授）
からみた子どもの学び
えて学ぶ。あわせて、子どもの学習を支援する教師の役割を、教
室におけるコミュニケーションに着目して考える。

新潟大学

附属新潟小学校教諭による新学習指導要領に対応した授業を参
観する。その後，参観した授業について，考察し，協議する。協議
【選択】新学習指導要領に対応し では，新学習指導要領が求めている「主体的・対話的で深い学 宮薗 衛（教職大学院教授）
新潟県新潟市
び」のある授業づくりに焦点を当て，考える。また，附属新潟小学 山田 浩之（教育学部附属新潟小学校副校長）
た授業づくり
校の実践研究によって明らかになった授業づくりについての発表
を聞き，今後の自身の授業のあり方について考察する。

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504441号

025-262-7103

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

新潟大学

（前半）障害のある人への社会的な対応と、障害のある子どもへ
の教育である特殊教育の歴史的編成について解説し、現在の特
別支援教育との異同について比較検討する。
【選択】今日的課題を捉えた特別 （後半）特別支援教育においては、幼児児童生徒一人一人の教
育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困
支援教育
難を改善または克服するための適切な指導・支援が求められて
いる。本講習を通して、特別支援教育を行う教員の指導・支援の
構えや指導法の実際について研修を行う。

新潟県新潟市

6時間 平成30年7月26日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護
教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504442号

025-262-7103

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

高木
長澤
関原
長）
岡田

幸子（教職大学院教授）
正樹（教職大学院教授）
一成（教育学部附属特別支援学校副校

新潟県新潟市

義則（教育学部附属特別支援学校教頭）

【選択】資質・能力を育成する授
業～「主体的・対話的で深い学
び」の理論と実践～

新学習指導要領、国立教育政策研究所「資質・能力を育成する
教育課程の在り方に関する研究報告書」などの方向性の内容を
柳沼 宏寿（教育学部教授）
踏まえ、これからの教育に求められる資質・能力とはどういうもの
上村 慎吾（教育学部附属新潟中学校指導教
か、また、それを育てるための授業デザインについて、「主体的・
諭）
対話的で深い学び」の考え方と実践例等を、新潟大学教育学部
附属新潟中学校の研究実践を基に紹介する。

新潟県新潟市

6時間 平成30年7月27日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504443号

025-262-7103

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

新潟大学

【選択】健康教育

健康管理の資質や実践力の育成を図るには、保健行動変容と維
持が必要である。近年の理論モデルは、要因分析と実施プログラ
ム作成には、教師 (専門家)が指導し、児童・生徒（対象者）が学
ぶという指導型でなく、学習援助として専門家は対象者自身の能 笠井 直美（教育学部教授）
力を引き出し、自己効力感を高め、問題解決自己決定能力を付
ける支援が必要だとする。健康教育目標である、対象者が自主
的に保健行動をとることについてわかりやすく解説する。

新潟県長岡市

6時間 平成30年7月25日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、養護教諭

6,000円

45人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504444号

025-262-7103

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

新潟大学

現代教育における「持続可能な社会教育」の意味を理解し、ESD
【選択】現代教育における協働型 を考慮した教育に焦点化しつつ、附属長岡校園で行われている 小林 日出至郎（教育学部教授）
新潟県長岡市
協働型学習の理論と実践を紹介する。また、授業の中での資質・ 松井 謙太（教育学部附属長岡小学校副校長）
学習の展開
能力のはぐくみと見取り方についても触れていく。

6時間 平成30年7月26日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

45人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504445号

025-262-7103

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

新潟大学

次期学習指導要領において、子供たちに「主体的・対話的な深い
学び」を促すことが重視されているが、具体的に教師のどのよう
な手立てが有効だろうか。本講習では授業を「認知的・社会的・
【選択】深い学びを促す学習指導
実践的」という３つの側面から捉え直し、生活文脈の中で新しい 土佐 幸子（教育学部教授）
-学びの三つの側面に着目して展開の仕方を模索する。附属長岡中の授業を例にした理論と実
践を踏まえた上で、実際に授業展開を構想・交流・発表すること
により、教えることに関する新たな視点の獲得を目指す。

新潟県長岡市

6時間 平成30年7月27日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036504446号

025-262-7103

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

上越教育大学

主な講習内容は，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
【選択】身近な「差異」から始める 認します。２戦後から現在までの国際理解教育のあゆみを理論と
国際理解教育－クラスでの実践 実践から探って，国際理解教育の魅力に迫ります。３新しい学習 釜田 聡（大学院学校教育研究科教授）
を目指して－
指導要領やSDGs時代における国際理解教育の課題や方向性に
ついて検討します。講習の形式は，講義と演習を組み合わせ，具
体的な教材や授業構成ができるところまでを目標にします。

新潟県長岡市

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小・中・高等学校
教諭，特別支援
学校教諭，養護
教諭，栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506325号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

いじめ問題を始め、生徒指導上の問題のほとんどは人間関係に
起因します。逆に言えば、良好な人間関係が形成できれば、それ
【選択】アクティブ・ラーニングを活 らの問題を事前に防ぐことが可能であると考えます。本講座で
用した育てる生徒指導（グループ は、教師が得意とする未来志向・ガイダンス・集団対応の機能を 稲垣 応顕（大学院学校教育研究科教授）
ワーク）
発揮した予防的・開発的生徒指導について、主として構成的グ
ループエンカウンターやソーシャルスキル・トレーニングを活用
し、受講者の主体的・能動的な活動を通して深く考察します。

新潟県上越市

6時間 平成30年7月26日

教諭
養護教諭

小･中・高等学校
教諭，特別支援
学校教諭，養護
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506326号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

いじめ問題を始め、生徒指導上の問題のほとんどは人間関係に
起因します。逆に言えば、良好な人間関係が形成できれば、それ
【選択】アクティブ・ラーニングを活 らの問題を事前に防ぐことが可能であると考えます。本講座で
用した育てる生徒指導（グループ は、教師が得意とする未来志向・ガイダンス・集団対応の機能を 稲垣 応顕（大学院学校教育研究科教授）
ワーク）
発揮した予防的・開発的生徒指導について、主として構成的グ
ループエンカウンターやソーシャルスキル・トレーニングを活用
し、受講者の主体的・能動的な活動を通して深く考察します。

新潟県長岡市

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭

小･中・高等学校
教諭，特別支援
学校教諭，養護
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506327号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

いじめ問題を始め、生徒指導上の問題のほとんどは人間関係に
起因します。逆に言えば、良好な人間関係が形成できれば、それ
【選択】アクティブ・ラーニングを活 らの問題を事前に防ぐことが可能であると考えます。本講座で
用した育てる生徒指導（グループ は、教師が得意とする未来志向・ガイダンス・集団対応の機能を 稲垣 応顕（大学院学校教育研究科教授）
ワーク）
発揮した予防的・開発的生徒指導について、主として構成的グ
ループエンカウンターやソーシャルスキル・トレーニングを活用
し、受講者の主体的・能動的な活動を通して深く考察します。

新潟県佐渡市

6時間 平成30年7月23日

教諭
養護教諭

小･中・高等学校
教諭，特別支援
学校教諭，養護
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506328号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

新潟大学
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新潟県上越市

6時間 平成30年7月30日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高等
学校教諭，特別
支援学校教諭，
養護教諭

6,000円

150人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506329号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

特別活動の領域（学級活動、児童会・生徒会活動・学校行事、
（クラブ活動））における活動内容について概説を行う。また、それ
【選択】集団づくりにおける特別活
を踏まえて、教育実践における集団づくりへの活用を図るための 高橋 知巳（大学院学校教育研究科准教授）
動の活用
活動の実際の様子や活動を行う際の悩み等について、事例をも
とにしながら授業を行う。

新潟県長岡市

6時間 平成30年8月6日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高等
学校教諭，特別
支援学校教諭，
養護教諭

6,000円

150人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506330号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

特別活動の領域（学級活動、児童会・生徒会活動・学校行事、
（クラブ活動））における活動内容について概説を行う。また、それ
【選択】集団づくりにおける特別活
を踏まえて、教育実践における集団づくりへの活用を図るための 高橋 知巳（大学院学校教育研究科准教授）
動の活用
活動の実際の様子や活動を行う際の悩み等について、事例をも
とにしながら授業を行う。

新潟県佐渡市

6時間 平成30年7月24日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高等
学校教諭，特別
支援学校教諭，
養護教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506331号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

新しい学習指導要領にも示されたカウンセリングの役割と可能性
について、キャリア教育の視点から検討していく。具体的には
【選択】キャリアカウンセリングの
キャリアカウンセリング場面（進路面談、三者面談、保護者面談 山田 智之（大学院学校教育研究科准教授）
理論と実践
等）のロールプレイ等によって、すべての教員に求められるキャリ
アカウンセリングの手法を身に付ける。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月2日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小・中・高等学校
教諭，特別支援
学校教諭，養護
教諭，栄養教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506332号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

新しい学習指導要領にも示されたカウンセリングの役割と可能性
について、キャリア教育の視点から検討していく。具体的には
【選択】キャリアカウンセリングの
キャリアカウンセリング場面（進路面談、三者面談、保護者面談 山田 智之（大学院学校教育研究科准教授）
理論と実践
等）のロールプレイ等によって、すべての教員に求められるキャリ
アカウンセリングの手法を身に付ける。

新潟県長岡市

6時間 平成30年7月31日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小・中・高等学校
教諭，特別支援
学校教諭，養護
教諭，栄養教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506333号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択】“こころ”と“からだ”の健康

ストレスのおよぼす心身への影響を理論的に概説し、心身のヘ
ルス・プロモーションの実際（リラクセーション）を体験的に学習す 五十嵐 透子（大学院学校教育研究科教授）
山本 隆一郎（江戸川大学社会学部准教授）
る。心身の影響には、発達段階における不安や身体症状を含
む。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月6日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼・小・中・高等
学校教諭，特別
支援学校教諭，
養護教諭，栄養
教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506334号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択】性的多様性の理解と対応

性的多様性（sexual diversity）に関する適切な理解を行い、児童
生徒の理解と対応を学ぶ。加えて、教育現場での“異性愛”や男
五十嵐 透子（大学院学校教育研究科教授）
性―女性の2区分を前提とした教育の課題とともに、教育者自身
の多様な状態にオープンになりにくさへの関連要因も検討する。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月16日

教諭
養護教諭

小・中・高等学校
教諭，特別支援
学校教諭，養護
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506335号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

我が国における障害児教育の行政・制度について、その現状と
問題点を把握し、今後の方向性を検討することを目的とする。具
体的には、明治期から現在までの障害児教育の変遷過程を、関
【選択】特別支援教育の基本的理
係法令をもとに講述し、特殊教育から特別支援教育への転換の 河合 康（大学院学校教育研究科教授）
解（歴史・行政・制度）
背景、意義、課題について考察する。あわせて、欧米諸国におけ
る障害児教育についても分析を加え、比較教育学的観点から、
わが国おける特別支援教育の方向性を探る。

新潟県上越市

6時間 平成30年7月25日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼・小・中・高等
学校教諭，特別
支援学校教諭，
養護教諭，栄養
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506336号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

まず初めに,視覚障害の生理,心理,病理に関する基礎的知見を整
理し，視覚障害児及び視覚・重複障害児の様相について理解す
【選択】視覚障害のある子どもの
る。次に,これらの子ども達への視覚障害や重複障害の有無に応 佐藤 将朗（大学院学校教育研究科准教授）
理解と教育・支援
じたきめ細やかな教育・支援について,具体的内容と方法につい
て学修していく。

新潟県上越市

6時間 平成30年7月23日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼・小・中・高等
学校教諭，特別
支援学校教諭，
養護教諭，栄養
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506337号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

本講義では，特別支援学校及び、幼・小・中学校・高等学校に在
籍する構音障害、吃音、言語発達遅滞のある幼児児童生徒を対
【選択】特別支援教育の基本的理 象とした教育において必要とされる、心理、生理、教育課程、指
解（言語障害のある子どもの理解 導法について概説する。さらに、小学校等の通級による指導で課 藤井 和子（大学院学校教育研究科准教授）
と指導）
題となっている発達障害等複数の障害を併せ有する言語障害の
ある幼児児童生徒に対する指導について、基礎的な知識の習得
を目指す。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月1日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭，特別
支援学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506338号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

聴覚障害のある子の心理特性をふまえた言語指導や教科指導
等について講義する。講義では、最新の研究を紹介するととも
【選択】特別支援教育の基本的理
に、特別支援学校（聴覚障害）における実際の指導場面なども紹
解（聴覚障害のある子どもの理解
坂口 嘉菜（大学院学校教育研究科助教）
介し、理論と実践を結びつけた内容を取り扱う。発音指導の講義
と指導法）
では実際に発音の練習を行ったり、言語指導・教科指導に関して
は場面を想定した演習を行ったりする。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506339号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

「特別の教科 道徳」で「質の高い多様な指導方法」の一つとして
その活用が期待される役割演技は、誤解や利用の困難さがみら
【選択】役割演技による道徳授業
れる。そこで、演者の選び方や、演じた後の話し合いの方法等、
の進め方（監督としての授業者の
早川 裕隆（大学院学校教育研究科教授）
監督としての授業者の役割などの具体について、役割演技によ
役割）
る道徳授業づくりを通して実感的に理解し、役割演技による道徳
授業の展開や評価が適切にできるようにする。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小・中学校教諭,
特別支援学校教
諭

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506340号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

「特別の教科 道徳」で「質の高い多様な指導方法」の一つとして
その活用が期待される役割演技は、誤解や利用の困難さがみら
【選択】役割演技による道徳授業
れる。そこで、演者の選び方や、演じた後の話し合いの方法等、
の進め方（監督としての授業者の
早川 裕隆（大学院学校教育研究科教授）
監督としての授業者の役割などの具体について、役割演技によ
役割）
る道徳授業づくりを通して実感的に理解し、役割演技による道徳
授業の展開や評価が適切にできるようにする。

新潟県長岡市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小・中学校教諭,
特別支援学校教
諭

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506341号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

小学校国語科における教材解釈のあり方を各社の教科書に採
録されているものを中心に、一部中学校の国語教材も用いて具
【選択】小学校国語科における文
体的に説明する。講習では、最近の教育動向に関する理解を深 渡部 洋一郎（大学院学校教育研究科教授）
学教材解釈の実際
めることも同時に行い、その上で、文学的な文章教材の解釈の方
法について理解を深めることを目的としている。

新潟県上越市

6時間 平成30年7月27日

教諭

小・中学校（国語
科）教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506342号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

講習の名称

講習の概要

担当講師

上越教育大学

特別活動の領域（学級活動、児童会・生徒会活動・学校行事、
（クラブ活動））における活動内容について概説を行う。また、それ
【選択】集団づくりにおける特別活
を踏まえて、教育実践における集団づくりへの活用を図るための 高橋 知巳（大学院学校教育研究科准教授）
動の活用
活動の実際の様子や活動を行う際の悩み等について、事例をも
とにしながら授業を行う。

上越教育大学

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

開設者名
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上越教育大学

小学校国語科における教材解釈のあり方を各社の教科書に採
録されているものを中心に、一部中学校の国語教材も用いて具
【選択】小学校国語科における文
体的に説明する。講習では、最近の教育動向に関する理解を深 渡部 洋一郎（大学院学校教育研究科教授）
学教材解釈の実際
めることも同時に行い、その上で、文学的な文章教材の解釈の方
法について理解を深めることを目的としている。

新潟県長岡市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小・中学校（国語
科）教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506343号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

中学校を主とした小・中の国語科において、言語力の育成と活用
をどう進めたらよいかをテーマとする。最近の教育動向に関する
押木 秀樹（大学院学校教育研究科教授）
【選択】中学校国語科における学
理解を深めるとともに、学習指導の在り方について実際の教材を
渡部 洋一郎（大学院学校教育研究科教授）
習指導の実際と課題
用いながら実践的な展開案を構築すること、及び、国語科書写指
導の実際について理解を深めることが本講習の目的である。

新潟県上越市

6時間 平成30年7月31日

教諭

小・中学校（国語
科）教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506344号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択】外国語（英語）教育の理
論と実践

最近の英語教育の動向を踏まえて、英語教育に関する次の講義
及び演習を行う：（午前）第二言語習得研究における効果的な語
大場 浩正（大学院学校教育研究科教授）
彙学習やリーディング指導について；（午後）第二言語習得研究
長谷川 佑介（大学院学校教育研究科講師）
におけるインタラクション研究の成果とペアやグループによるタス
ク活動を効果的に行うための協同学習について

新潟県上越市

6時間 平成30年7月30日

教諭

中・高等学校（英
語科）教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506345号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択】社会科指導法

社会科実践研究のための具体的な理解がえられることを目標と
する。そのために，まず，地理，歴史，公民の教材を事例として
小・中学校社会科の内容について実践的検討を行い，次に，授
業分析を通して，その指導のあり方について検討する。さらに，
フォーラムによって，各受講者が今後の社会科実践の改善に向
けての視座を獲得できるようにする。

志村 喬（大学院学校教育研究科教授）
茨木 智志（大学院学校教育研究科教授）
中平 一義（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県上越市

6時間 平成30年7月24日

教諭

小・中学校（社会
科）・高等学校
（地歴・公民科）
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506346号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択】地理学・歴史学

山縣 耕太郎（大学院学校教育研究科教授）
地理学・歴史学の基礎的な知識と教材開発について、自然地理
橋本 暁子（大学院学校教育研究科准教授）
学、地誌学、日本史、世界史の専門研究の観点から解説をおこ
畔上 直樹（大学院学校教育研究科教授）
なう。
下里 俊行（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23日

教諭

小・中学校（社会
科）・高等学校
（地理歴史科）教
諭，特別支援学
校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506347号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

現代社会の諸課題について、法学・経済学・宗教学に関する近
年の学術的研究成果を踏まえて概説し、社会科の背景や前提に
【選択】現代社会の諸課題：公民 ある現代社会に関する認識を高めることを目標とする。個別テー 小島 伸之（大学院学校教育研究科准教授）
マとして①立憲主義と民主主義、②経済と経済学、③現代社会と 吉田 昌幸（大学院学校教育研究科准教授）
的領域から
宗教に関する諸問題を設定し、講義の上、受講者とディスカッショ
ンを行う。

新潟県上越市

6時間 平成30年7月25日

教諭

小・中学校（社会
科）・高等学校
（公民科）教諭，
特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506348号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

新潟県上越市

6時間 平成30年8月20日

教諭

中・高等学校（数
学科）教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506349号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

新潟県長岡市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中・高等学校（数
学科）教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506350号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

中学校及び高等学校で学習する内容の背景となる数学の理解を
上越教育大学

図る。前半は、ユークリッドの互除法について解説する。応用とし
中川 仁（大学院学校教育研究科教授）
【選択】数と図形に関する基礎教
て、対称な有限連分数と2つの平方数の和についても解説する。
斎藤 敏夫（大学院学校教育研究科准教授）
養
後半は、ユークリッド幾何学を公理論的立場から見つめ直すとと
もに、平面の合同変換について解説する。

上越教育大学

本講習では，学習指導要領の趣旨や最近の数学教育の動向等
を踏まえながら，数学指導の改善に向けて，主に生徒の数学的
活動を促し，生徒の学習意欲を高める有効な教材とその指導法
伊達 文治（大学院学校教育研究科教授）
【選択】数学指導の改善に向けて
を取りあげる。数学教育に関する最新の知見についての講義，
松沢 要一（大学院学校教育研究科教授）
（指導と教材開発）
参加者が教材開発の実際について追体験したり，具体的な数学
の授業場面について考える等の演習を交えながら講習を進め
る。

上越教育大学

【選択】理科教材

天野 和孝（大学院学校教育研究科教授）
中学校理科に関する教材について、次の講習をする。 １）物理領
小川 佳宏（大学院学校教育研究科准教授）
域の教材 ２）ザルツマン試薬を用いた環境教育教材 ３）植物の
下村 博志（大学院学校教育研究科准教授）
生活と種類 ４）地層と化石
谷 友和（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県上越市

6時間 平成30年7月25日

教諭

中学校（理科）教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506351号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

午前は、音楽の授業づくりについて、身体表現活動や鑑賞に焦
点をあてた活動、次期学習指導要領と多様な実態の生徒に対応
できる授業構成の考え方と実践方法について学ぶ。 午後は、授 時得 紀子（大学院学校教育研究科教授）
【選択】音楽科の教材研究と指導
業においての「音楽づくり」の意義を考えたうえで、いくつか例を 尾崎 祐司（大学院学校教育研究科准教授）
法Ａ
挙げながら、具体的な授業の展開方法について提示する。また、 阿部 亮太郎（大学院学校教育研究科教授）
教師が、今持っている音感、読譜能力を、授業中に有効に活か
すための方法を経験的に学ぶ。

新潟県上越市

6時間 平成30年7月31日

教諭

小・中・高等学校
（音楽科）教諭，
特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506352号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

独唱・ピアノ・指揮の実践を通して，教育現場で生かすための実
技力を高める。独唱・ピアノは，それぞれ受講者が事前に用意し
てきた作品を扱う。なお，ピアノは歌曲や合唱曲の伴奏でも受講 平野 俊介（大学院学校教育研究科教授）
【選択】音楽科の教材研究と指導
可能とする。指揮については，ピアノに向かって指揮することで， 上野 正人（大学院学校教育研究科教授）
新潟県上越市
法Ｂ（独唱、ピアノ、指揮の実技）
合奏や合唱を指揮する際にみられる諸問題を具体的に取り上げ 長谷川 正規（大学院学校教育研究科准教授）
る。なお，独唱・ピアノは順次，個人及びグループ単位で講習を行
う。

6時間 平成30年8月1日

教諭

小・中・高等学校
（音楽科）教諭，
特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506353号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

学校音楽教育の近年の動向を踏まえ，本講習では，日本の伝統
音楽や，いわゆる諸民族の音楽の指導に関する講義及び演習を
【選択】音楽科の教材研究と指導 行う。まず，日本の伝統音楽および諸民族の音楽を指導すること
法Ｃ（日本の伝統音楽・諸民族の の意義とその指導のあり方について総説し，その後，主に筝を用 玉村 恭（大学院学校教育研究科准教授）
いて，和楽器の特性や奏法および表現法について，実技演習を
音楽）
行う。伝統的な歌唱についても，地歌を例に，奏法および表現
法，楽器演奏との関わりなどを扱う。

6時間 平成30年8月2日

教諭

小・中・高等学校
（音楽科）教諭，
特別支援学校教
諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506354号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

主に以下の内容で行いますが，取り上げる教材等については変
【選択】美術教育の教材と指導法 更する場合があります。 １.学習指導要領の変遷と改訂 ２.表現と 阿部 靖子（大学院学校教育研究科教授）
新潟県上越市
（概論）
鑑賞の教材 ３.美術館と作品鑑賞 ４.教材開発に向けてのワーク 五十嵐 史帆（大学院学校教育研究科准教授）
ショップ ５.認定試験

6時間 平成30年7月31日

教諭

幼・小・中（美術
科）教諭，特別支
援学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506355号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

新潟県上越市
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

造形芸術と美術教育の動向を踏まえ，初等・中等美術科の授業
づくりのもとになる教材研究，実技指導などについて実践的に解
説する。前半は，水彩の素材と技法について描写の実践を通し 洞谷 亜里佐（大学院学校教育研究科教授）
て，絵画表現の多様な理解を深める。後半は彫刻など，立体に 伊藤 将和（大学院学校教育研究科准教授）
表す造形活動の特徴と意義を，粘土などを素材とした実制作によ 松尾 大介（大学院学校教育研究科准教授）
り確認していく。制作を通して実感したそれぞれの考えを合評会
で共有する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

新潟県上越市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小・中・高等学校
（美術科）教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506356号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

新潟県上越市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小・中（美術科）・
高等学校（美術・
工芸）教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506357号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

新潟県上越市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506358号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

新潟県上越市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校（技術科）
教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506359号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

新潟県上越市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学校（技術科）
教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506360号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

中学校技術科に関わり，生徒の意欲を高めし，理解を深めるよう
な指導のあり方について，近年の知見などを含めて考察する。さ
らに，技術科の教育内容のうち，特に【１】生物育成，【２】材料と
【選択】技術科指導の改善に向け
加工，【３】力の伝達とメカトロニクス，【４】情報，【５】電子回路に 大森 康正（大学院学校教育研究科教授）
て：指導と教材開発の工夫Ｃ
ついて，教材開発に関する基礎的知識と，そうした教材を用いた
指導を構想するための基礎的知識の理解を目標とする。Ｃでは
「情報」と「電子回路」を取り上げる。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校（技術科）
教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506361号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

この講義では，家庭科の授業の構想と実践に役立つ情報を提供
【選択】生活を知る・見つめる・創
小高 さほみ（大学院学校教育研究科教授）
することを目指す。そのために，家族・家庭・生活に関する現代的
る・育む1（家族・家庭科教育）
佐藤 ゆかり（大学院学校教育研究科准教授）
な内容やトピックを織り交ぜた具体的な講義及び演習を行う。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月7日

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506362号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

この講義では，家庭科の授業の構想と実践に役立つ情報を提供
【選択】生活を知る・見つめる・創
光永 伸一郎（大学院学校教育研究科教授）
することを目指す．そのために，家庭生活・生活に関する現代的
る・育む2（食生活・子どもと生活）
吉澤 千夏（大学院学校教育研究科准教授）
な内容やトピックを織り交ぜた具体的な講義及び演習を行う。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月8日

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506363号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択】子どもの健康課題とその
対応

最新の子どもの健康課題について、まず医科学の観点から理論
と現状を押さえ、次に学校現場での対応の実際について演習す 上野 光博（大学院学校教育研究科教授）
る。午前は精神医学の立場から摂食障害を中心に講義と演習を 増井 晃（大学院学校教育研究科教授）
行う。午後は、内科学の立場から感染症を中心に講義と演習を 留目 宏美（大学院学校教育研究科准教授）
行う。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月20日

養護教諭

養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506364号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択】児童・生徒の健康のため
の学校における食育の推進

学校における食育の重要性が高まり、その中核となる栄養教諭
の資質の向上が求められている。本講習では「学校における食
育の推進」「子どもの健康と食生活・生活習慣」「食物アレルギー 野口 孝則（大学院学校教育研究科教授）
の理解と対応」「児童・生徒への個別相談・個別指導のあり方」
上野 光博（大学院学校教育研究科教授）
「栄養管理で考える学校給食」について最新の情報を提供すると 増井 晃（大学院学校教育研究科教授）
ともに、先進的な取り組み事例を学ぶことで、栄養教諭として学
校現場で活かせる知識・技術を習得することを目的とする。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月20日

栄養教諭

栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506365号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

学校における食育の重要性が高まり、その中核となる栄養教諭
の資質の向上が求められている。本講習では「児童・生徒の実態
把握に基づく食育の計画・実施・評価」「食の生産・加工・流通・消
【選択】学校・家庭・地域の連携で
費」「食を通じた国際理解と和食の文化」「学校・家庭・地域の連 野口 孝則（大学院学校教育研究科教授）
すすめる食育
携ですすめる食育」について最新の情報を提供するとともに、先
進的な取り組み事例を学ぶことで栄養教諭として学校現場で活
かせる知識・技術を習得することを目的とする。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月21日

栄養教諭

栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038506366号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

山梨大学

たな展望が開ける。このことを小・中・高で扱う具体的事項を通し
中村 宗敬（大学院総合研究部教育学域准教
【選択】「算数・数学におけるさま て考えてみる。②平成19年度から実施されている全国学力・学習
授）
ざまな見方」・「算数科・数学科教 状況調査やPISA、TIMISSといった国際調査の算数、数学の調査
清水 宏幸（大学院総合研究部教育学域准教
育の今日的課題」
結果を基に，現在の小学生、中学生、高校生の算数・数学におけ
授）
る課題を明らかにし、これからの授業改善の方向性について考え

山梨県甲府市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（算数・数学科教
諭向け）

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504447号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

上越教育大学

【選択】絵画・立体表現について
の教材と指導法

最近のデザイン，工芸の動向と美術教育の動向を踏まえ，初等・
中等美術科の授業づくりのもととなる教材研究，実技指導につい
上越教育大学

て実践的に解説する。デザインでは，デジタル機器，画像処理ソ
安部 泰（大学院学校教育研究科准教授）
【選択】デザイン，工作・工芸領域
フトウェアを使用したデザイン制作を，工芸では素材を通じたワー
兪 期天（大学院学校教育研究科助教）
についての教材内容と指導
クショップに必要な基礎知識と制作過程について解説，体験を行
う。更にデザイン，工作・工芸教育の今日的な意味とあり方に関
する講義を行う。
実技は、小学校体育のゲーム領域及びボール運動領域に関する
榊原 潔（大学院学校教育研究科准教授）
教材開発の視点について実践を通して解説する。講義では、運
竹野 欽昭（大学院学校教育研究科准教授）
動の効果的な指導方法について解説する。

上越教育大学

【選択】体育の指導法２（ボール
運動・運動の指導と学習）

上越教育大学

中学校技術科に関わり，生徒の意欲を高め，理解を深めるような
指導のあり方について，近年の知見などを含めて考察する。技術
科の教育内容のうち，特に【１】生物育成，【２】材料と加工，【３】
【選択】技術科指導の改善に向け
力の伝達とメカトロニクス，【４】情報，【５】電子回路について，教 山崎 貞登（大学院学校教育研究科教授）
て：指導と教材開発の工夫Ａ
材開発に関する基礎的知識と，そうした教材を用いた指導を構想
するための基礎的知識の理解を目標とする。Ａでは「技術科教
育」と「生物育成」を取り上げる。
中学校技術科に関わり，生徒の意欲を高め，理解を深めるような
指導のあり方について，近年の知見などを含めて考察する。技術

上越教育大学

科の教育内容のうち，特に【１】生物育成，【２】材料と加工，【３】メ
黎 子椰（大学院学校教育研究科教授）
【選択】技術科指導の改善に向け
カトロニクス，【４】情報，【５】電子回路について，教材開発に関す
東原 貴志（大学院学校教育研究科准教授）
て：指導と教材開発の工夫Ｂ
る基礎的知識と，そうした教材を用いた指導を構想するための基
礎的知識の理解を目標とする。Ｂでは「材料と加工」と「力の伝達
とメカトロニクス」を取り上げる。

幼・小学校教諭，
中・高等学校（家
教諭
養護教諭 庭科）教諭，特別
栄養教諭 支援学校教諭，
養護教諭，栄養
幼・小学校教諭，
教諭
中・高等学校（家
養護教諭 庭科）教諭，特別
栄養教諭 支援学校教諭，
養護教諭，栄養

①さまざまな見方により種々の算数・数学的概念がつながり、新

る。
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開設者名

講習の名称

講習の概要

山梨大学

【選択】「教育の情報化に対応す
る知識と指導」・「ＩＣＴ活用とカリ
キュラムマネジメント」

①「教育の情報化に関する手引き」をもとに、校務の情報化と情
報セキュリティの知識を深め、多忙化の解消や個人情報等の適
切な取扱の能力を高める。また、情報モラル教育と情報端末指
導の具体的な実践力を身に付ける。②授業におけるＩＣＴ活用の
具体的事例を学び、指導方法の改善と学力の向上について考え
る。また、学校体制づくりにおいて、今日的な教育課題とＩＣＴ活用
をどのように融合させていくか、学校経営方針の中でのＩＣＴ活用
の在り方を考える。

山梨大学

①英語のリスニング技能について、音声の情報処理のメカニズ
ムや学習者が英語を聴き取ることの困難の理由、さらには困難
【選択】「英語リスニング技能のメ 点別の指導法や訓練方法を概観する。リスニングのストラテジー 古家 貴雄（大学院総合研究部教育学域教授）
カニズムと指導・訓練方法」・「英 指導の意義についてもふれる。②英語教育とアメリカ文学・文化 奥村 直史（大学院総合研究部教育学域准教 山梨県甲府市
のかかわりについて解説するとともに、授業にどのように取り入 授）
語教育とアメリカ文学」
れるか実践、応用について考える。特に人名、反復、象徴、多義
性などに注意を払い、そこから読み取れる意味の可能性を探る。

山梨大学

担当講師

齊藤 和裕（山梨県総合教育センター主査・指
導主事）
岩澤 宏行（山梨県総合教育センター主幹・指
導主事）

講習の開催地

時間数

山梨県甲府市

①日本近世、民間レベルにおける音楽・舞踊などを主なテーマと
し、各ジャンルがどのように成立・普及したのかについて考える。
グローマー ジェラルド（大学院総合研究部教育
【選択】「日本近世の大道芸人」・ 瞽女、巫女、願人、虚無僧、旅役者など、各種の芸人の実態と役
学域教授）
山梨県甲府市
割を説明する。②歌唱表現の元になる、姿勢・呼吸・リラクゼー
「発音・発声と歌唱表現」
片野 耕喜（大学院総合研究部教育学域教授）
ション・発音など基礎的な要素を実習し、柔軟性のある歌唱表現

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504448号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（英語科教諭向
け）

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504449号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（音楽科教諭向
け）

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504450号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

につなげる実践的活動をする。

山梨大学

【選択】「植物の多様性と進化」・
「地層・化石から読み解く環境変
動の歴史」

①緑藻類から陸上植物へ続く緑色植物の系統と、それ以外の紅
藻類や褐藻類の系統など、海藻類を含めた植物（酸素発生型光
合成生物）について、多様性と進化の観点から概説する。②現在
の環境問題を考えるためには、人類史以前の過去の環境変動を
知る必要がある。地層や化石から、どのようにして過去の環境変
動を知るか、どのような環境が推定されているかを解説する。中
学・高校理科地学分野の内容の背景を成す発展的な知識を得る
ことを目的とする。

山梨県甲府市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（理科教諭向け）

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504451号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

【選択】「健康教育の意義」・「新
学習指導要領の理解と実践」

①校内外の教育活動の中で児童・生徒の健やかな成長を促し、
生涯にわたり充実した人生を歩むための素地を作る「健康教育」
小山 勝弘（大学院総合研究部教育学域教授）
は、教科の枠を越えて全教員が取り組むべきものである。健康教
金沢 翔一（大学院総合研究部教育学域准教 山梨県甲府市
育の今日的重要性を考える。②新学習指導要領における体育・
授）
保健体育に関する理解を深めるとともに，具体的な事例をもとに
新学習指導要領に即した授業づくりについて考える。

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭（保健
体育科教諭向け）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504452号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

【選択】「文学作品の教材価値と
学習のあり方」・「近現代文学の
新しい教材」

①国語科担当教員に向けて、文学作品がどのような教材価値を
有するのかについて、小中高の教材各一編をとりあげ具体的な
教材研究を示しつつ解説し、さらに学習のあり方がどうあるべき
かについて提起する。②小中高等学校で扱う近現代文学の国語
教材について、特に近年採用された新しい教材を中心に紹介す
る。作家・作品の傾向やそこから見られる現代的な問題を講義
し、受講者の教材研究の一助となることを目標とする。

山梨県甲府市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（国語科教諭向
け）

6,000円

115人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504453号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

①人と人との関わり、人と人とをつなげるもの、これらすべてが社
【選択】「家族・パートナーシップ
会学の研究対象となる。講習では家族を中心に、今ここにいるあ
から考える社会学」・「立憲主義
鈴木 健之（大学院総合研究部教育学域教授）
なたとわたしのつながりから社会を、そして授業ですぐに使える社
山梨県甲府市
の現代的意義と憲法について考
森元 拓（大学院総合研究部教育学域准教授）
会学を学ぶ。②立憲主義の古典的意義を踏まえたうえで、現代
える」
日本における憲法と立憲主義の意義と課題について考える。

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（社会科、地理歴
史科・公民科教
諭向け）

6,000円

75人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504454号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

【選択】「光の物理」・「理科指導
のあり方」

①理科における観察の基本的な道具である光についての理解を
深める。身近な物理現象である光とは何か、色とは何か、また、
山下 和之（大学院総合研究部教育学域教授）
光の性質から導かれるアインシュタインの特殊相対論の基礎や
佐々木 智謙（大学院総合研究部教育学域助 山梨県甲府市
虹の現象について解説する。②小中学校理科における望ましい
教）
学習指導方法について取り上げるとともに、児童・生徒の認識や
教材研究などについても具体的に触れていく。

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（理科教諭向け）

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504455号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

①中学や高校の英語の教科書や参考書に書かれている文法規
則だけでは説明できない受動文や存在文（there 構文）の例を見
ながら、英語の授業における文法の捉え方を考える。②英語教
【選択】「教科書に書かれていな
育に関わる中で、背景となる英語圏文化や人々のメンタリティを
い英文法」・「イギリス文学に親し
理解することは重要であり、言語への理解を深める一助となる。
む」
主に20世紀以降の文学作品を取りあげ、テーマ、語り、キャラク
ターの分析などを通じて英語圏文化に触れ、その様々な側面に
ついて考える。

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（英語科教諭向
け）

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504456号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

【選択】「伝統的な日本語と言語
文化を考える」・「国語科教育に
おける『読むこと』領域の役割を
問う」

①教科書に出てくる古典文学作品（例えば、枕草子「春はあけぼ
の」など）を用いて、日本語の移り変わりにふれながら、伝統的な
日本語と言語文化について解説し、古典教材の「見えない魅力」 長谷川 千秋（大学院総合研究部教育学域教
山梨県甲府市
を引き出すことを考える。②次期学習指導要領全面実施を見据 授）
え、国語科教育の中で文学的文章及び説明的文章を扱う「読む 岩永 正史（大学院総合研究部教育学域教授）
こと」領域の役割とは何か、またそれがどのように変化するのか
を、具体的な教材、単元を通して考え、実践的知見を広げる。

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭（国語
科教諭向け）

6,000円

115人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504457号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

【選択】「社会系教科の授業改善
の視点と方法」・「古代史研究の
最前線－歴史的思考力を養うた
めに－」

①教員による主体的な授業づくりと改善が求められている。本講
習では、社会科授業改善のタイプを整理した上で、特に社会に関
後藤 賢次郎（大学院総合研究部教育学域准
わる力を育てる授業へと変えていく方法について，受講者同士の
教授）
山梨県甲府市
交流も交えつつ考える。②日本古代史研究についての最新の研
大隅 清陽（大学院総合研究部教育学域教授）
究成果を紹介しながら、教科書の記述を主体的かつ多角的に検
討し、歴史的思考力を養うために必要なことは何かを考える。

6時間 平成30年8月10日

教諭

中学校、高等学
校の教諭（社会
科教諭向け）

6,000円

75人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504458号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

芹澤 如比古（大学院総合研究部教育学域准
教授）
石垣 武久（大学院総合研究部教育学域准教
授）

齋藤 知也（大学院総合研究部教育学域准教
授）
大木 志門（大学院総合研究部教育学域准教
授）

松岡 幹就（大学院総合研究部教育学域准教
授）
澤田 知香子（大学院総合研究部教育学域教
授）

山梨県甲府市
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭

6,000円

125人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504459号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

①磁石の基本的なことから、身近な応用例までをわかりやすく解
説する。また間違った磁石の認識についても触れる。②プログラ
ミング教育やプログラミング的思考を育む場における基本的な考 佐藤 博（大学院総合研究部教育学域教授）
山梨県甲府市
え方や授業実践に至るまでの展開方法について、コンピュータの 山際 基（大学院総合研究部教育学域准教授）
処理の特性を捉えつつ、日常生活の中から例をあげながら考え
ていく。

6時間 平成30年8月17日

教諭

中学校、高等学
校の教諭（技術
科教諭向け）

6,000円

45人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504460号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

①近年の保育・幼児教育においては、乳幼児期における「学び」
が着目されている。本講習では、乳幼児期における学びの構造
や遊びにおける子どもの姿を踏まえながら、乳幼児の「学び」を
みとる保育評価について考える。②発達心理学の見地から幼児
の認知発達の様相について乳児研究の知見も取り入れながら解
説する。また、子どもが認知した世界をどのように意味づけるの
かについて考える。

山梨県甲府市

6時間 平成30年8月20日

教諭

幼稚園の教諭

6,000円

125人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504461号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

①図画工作科において、子供の主体的な学びを実現する論理を
解説し、授業改善の視点を提示する。その際には、子供の感覚
【選択】「子どもが自らの力を発揮
の働きに焦点を当て考察する。また、簡単な実技も行う。②近代 新野 貴則（大学院総合研究部教育学域准教
する図画工作科の授業のあり
山梨県甲府市
以降の美術と伝承工芸とを比較し、これからの美術又は美術教 授）
方」・「伝承工芸を通じて視るこれ
育において表出されるべき個の方向性、精神性を探る。美術教 菅沼 研一（大学院総合研究部教育学域教授）
からの美術・工芸」
育現場での題材選択、評価等の指針に活かされる事を期待した
講習である。

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（図工・美術科教
諭向け）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504462号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

①社会や家庭の変革の著しい今日において求められている家庭
科の教育課題に触れ、主体的・対話的な学びを創造する家庭科
【選択】「主体的・対話的な学びを のあり方について解説するとともに、授業実践や教材作成上の
創造する家庭科」・「家庭生活と 工夫について考える。②現代社会における家庭生活・家族関係
の問題・課題について，実証研究の成果について概説する。教育
家族」
現場における，家族関係の問題が疑われる子どもの問題につい
ての対応についても検討し，意見交換を通じて考察する。

山梨県甲府市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園・小学校、
中学校、高等学
校の教諭（家庭
科教諭向け）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504463号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

①今日の子どもの体の問題、特に体力・運動能力の低下の実態
とその背景を踏まえ、園や学校で実践すべき教育のあり方につ
【選択】「健やかな体を育む教育 いて考える。新学習指導要領にも焦点を当て、事例をもとに解説 中村 和彦（大学院総合研究部教育学域教授）
のあり方」・「日本における健康問 する。②日本では高齢化がさらに進行するため、単に長生きする 安藤 大輔（大学院総合研究部教育学域准教 山梨県甲府市
のではなく健康寿命を延伸することの重要性が高まっている。そ 授）
題とその対策」
こで主に生活習慣病について取り上げ、現代における日本の健
康問題とその対策について考える。

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（保健体育科教
諭向け）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504464号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

【選択】「障害のある子どもの理解
と発達支援」・「けっして子どもの
せいにしないインクルーシヴ教
育」

①発達やその障害の概念について，発達理論や健康・障害に関
する国際的な合意などを例にして検討する。その検討や次期学
習指導要領などを踏まえつつ，障害のある子どもの理解や発達 古屋 義博（大学院総合研究部教育学域教授）
山梨県甲府市
支援のアイディアを提供する。②どのようにして障害のある子ども 廣瀬 信雄（大学院総合研究部教育学域教授）
たちを教育に迎えてきたのか、歴史的にふりかえりながら、現代
のインクルーシブ教育の源流を問う。

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園、小学校、
中学校、特別支
援学校の教諭

6,000円

125人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504465号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

【選択】「文字式と多項式の理論
的背景」・「算数科・数学科の教
材研究」

①文字式と多項式の扱い方について、数学的な背景を知り適切
な学習指導ができるようになることを目指す。また、多項式の背
成瀬 弘（大学院総合研究部教育学域教授）
後にある代数学の理論について知る。②数学的に考える力を育
清水 宏幸（大学院総合研究部教育学域准教
成するため、児童生徒が数学的活動を通して、問題を解決してい
授）
くような授業展開が大切である。このことを踏まえ、小・中・高の内
容を体系的に捉えた教材研究の具体について探っていく。

山梨県甲府市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭（算数、
数学科教諭向け）

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043504466号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

信州大学

キリシタン文献は1600年前後に日本で布教活動を行ったキリスト
教宣教師が残した文献です。彼らは日本語で宗教書を出版しな
がら、日本語学習のために外国語と日本語による多言語辞書や
【選択】キリシタン文献からみる大
文法書を編集しました。本講習により、ラテン語を学習し諸言語を 白井 純（学術研究院人文科学系准教授）
航海時代の異言語接触
母語とする外国人が日本語をどのように観察したのかを歴史的・
文化的背景をふまえて知ることができ、言語には母国語話者で
は気がつきにくい様々な特徴があることを理解できます。

長野県松本市

6時間 平成30年6月30日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（国語・外国語）

6,000円

50人

平30-10044504012号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】寒天を用いた石膏レリー
フ制作

本講習は、自然物の形の美しさを再発見するとともに、立体造形
に関わる諸領域の教科指導に活用できることを目標にします。
主な受講者は芸術に関する指導の充実を図ろうとする教員や関
連領域を担当する教員を中心に想定しています。また、立体造形 猪瀬 昌延（学術研究院教育学系准教授）
や造形素材に関心のある教員の受入れも可能です。講習は演習
を中心に行いますが、様々な型取り材についての紹介を交えた
構成となっています。

長野県長野市

6時間 平成30年6月30日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の教諭（美術・
生活科）

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504013号

0263-37-2428

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

信州大学

金属の腐食･防食の基礎について講義を行うと同時に、金属の腐
食に及ぼす酸性雨の影響や、電気化学手法による防食に関する
面白い実験（起電力、腐食電流）を行います。この講習を受講す 佐藤 運海（学術研究院教育学系教授）
【選択】金属の腐食・防食の基礎
ることによって、工業高校の機械加工や中学校・高校の理科・技 川久保 英樹（学術研究院教育学系准教授）
―金属と酸性雨―
術、さらには小学校の総合学習などにおいて、児童・生徒と一緒 西 正明（学術研究院教育学系教授）
に実施できるような腐食・防食実験方法及び簡単なめっき方法を
身につけることができます。

長野県長野市

6時間 平成30年6月30日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・技術・工
業・環境）

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504014号

0263-37-2428

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

講習の概要

担当講師

山梨大学

【選択】「子ども及び子どもを取り
巻く人々のコミュニケーション」・
「意見産出の心理学」

①心理学の観点から、子ども及び子どもを取り巻く人々のコミュニ
ケーションのあり方、いざこざやいじめ等、対人的困難への対応
や介入、それに関わる専門職間の連携について解説する。②意
見文などの作文・小論文、議論・討論など、学校で行われる意見
産出のプロセスと、そこから得られる学びについて心理学の理論
的・実践的知見をふまえて考えていく．あわせて、意見産出を支
援する方法について最新の研究知見から学ぶ。

山梨県甲府市

山梨大学

【選択】「いまさら人に聞けない磁
石の基本から最新磁石の情報ま
で」・「プログラミングとプログラミ
ング的思考の考え方」

山梨大学

【選択】「乳幼児期の学びと保育
評価」・「幼児期の認知発達と心
的世界」

東海林 麗香（大学院総合研究部教育学域准
教授）
小野田 亮介（大学院総合研究部教育学域准
教授）

秋山 麻実（大学院総合研究部教育学域准教
授）
塚越 奈美（大学院総合研究部教育学域准教
授）

志村 結美（大学院総合研究部教育学域准教
授）
川島 亜紀子（大学院総合研究部教育学域准
教授）

講習の開催地
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平成30年4月16日～
平成30年4月24日

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

教諭

中学校・高等学
校の教諭（算数・
数学）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504015号

0263-37-2428

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

小学校・中学校・
高等学校・特別
教諭
支援学校の教諭
養護教諭
（農業・理科）、養
護教諭

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504016号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】実数～円周率とネイピア
数の性質～

本講習は、円周率やネイピア数の性質について理解を深め、数
学の指導に活用できることを目標にします。そのため、主な受講
対象者は数学に関する指導の充実を図ろうとする教員、また関 昆 万佑子（学術研究院教育学系准教授）
連領域の教科を担当する教員を中心に想定しています。講習は 松澤 泰道（学術研究院教育学系助教）
講義のみならず、グループ討議、問題演習を交えた構成となりま
す。

信州大学

【選択】動物が生きることとは何
か

この講習では、「動物が発達するしくみ」と「人間と動物の関わり」
の２視点で、動物の発生・生殖・発育・行動などの生命現象につ
いて解説します。そのことにより、生命としての動物が生きていく
ためのしくみや、人と動物との関わりの意義と役割についての理
解を深め、改めて「人間として生きるということはどういうことか」
について考えていきます。

豊（学術研究院農学系助教）
家奈子（学術研究院農学系助教）
暁子（学術研究院農学系助教）
茂之（学術研究院農学系教授）

長野県上伊那
郡南箕輪村

6時間 平成30年6月30日

信州大学

近年話題のナノファイバーや炭素繊維複合材料について、日常
生活やものづくりとの関連で解説します。同時に、ナノファイバー
【選択】初めて学ぶナノファイバー の作成や炭素繊維複合材料の試作の実演を行います。本講習 倪 慶清（学術研究院繊維学系教授）
を通して、高校までの知識をより身近なものとして実感し、ものづ 金 翼水（学術研究院繊維学系准教授）
と炭素繊維複合材料
くりの楽しさを体験することで、ナノファイバーや炭素繊維複合材
料の教材化等を考えたいと思います。

長野県上田市

6時間 平成30年6月30日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（理科・工業）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504017号

0263-37-2428

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

信州大学

「かしこい」消費者を育成するという視点から、さまざまな教育活
動における消費者教育の在り方を探ります。まず、消費者問題に
【選択】消費者教育にどう取り組 関心を持っていただくことを目的として、法学（商法・金商法）を専
長瀬 一治（学術研究院社会科学系教授）
長野県松本市
むか～はじめての消費者教育～ 門とする長瀬が、消費者問題の社会的背景・現状と対応諸制度
田村 徳至（学術研究院総合人間科学系講師）
を解説します。それを受けて、具体的な教育活動について、経済
（A）
教育を専門とする田村が、シミュレーションゲームなどの体験活
動を通して、指導方法・教材開発について提案します。

6時間 平成30年6月30日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504018号

0263-37-2428

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

信州大学

学校教育では、子供の健康管理にかかわる教職員の対応で生
命を左右することがあります。本講習では、「①小児期によく見ら
栗田 浩（学術研究院医学系教授）
【選択】子供の健康管理（感染
れる感染症について」、「②子供の心因性疾患や発達障害につい
新美 妙美（医学部附属病院非常勤医員）
症・心因性疾患や発達障害・歯科
て」、「③小児期における歯及びあごの発育と、同時期に出現す
竹内 勇介（医学部附属病院医師）
指導）
る歯科・口腔疾患について」の３点を中心にわかりやすく解説しま
す。

長野県松本市

6時間 平成30年7月1日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504019号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成30年7月7日

教諭

幼稚園の教諭

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504020号

0263-37-2428

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

上野
諸白
瀧井
泉山

長野県長野市

6時間 平成30年6月30日

信州大学

【選択】乳幼児期の言語・認知・
社会性

本講習は、乳幼児の言語と認知及び社会性の発達に関する最新
の研究成果、動向等について理解し、幼児教育の指導に活用で
きることを目標にします。そのため、主な受講対象者は、幼児の
発達の理解に関する指導の充実を図ろうとする教員、また関連 水口 崇（学術研究院教育学系准教授）
領域の指導を担当する教員を中心に想定しています。幼児教育
にとらわれず、乳幼児の発達に関心のある教員の受入れも可能
です。

信州大学

【選択】体験しよう！英語多読の
理論と実践

多読の方法・意義・必要性・英語力向上に及ぼす効果（読書ス
ピード向上、語彙習得、流暢さ習得）等、具体例を提示しながら理
論的に説明します。受講者は多読指導法、多読クラス運営・多読
ブライアリー マーク アラン（全学教育機構外
図書管理法等を学習します。更に多読実践による受講者自身の
国語准教授）
英語力向上を体験し、言語教育の新たな視点を得ることができま
す。本講習は英語で行われるため実用英語力も養成され、将来
の教育現場で役立ちます。

長野県松本市

6時間 平成30年7月7日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（英語）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504021号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】身の回りにある化学を発
見しよう

高校までに習う化学は化学的研究を行う上で必要不可欠な知識
を得るという点において極めて重要です。しかし日常生活を続け
ていく上で、あまりその化学的知識との関連について詳しく教えら
れていないのが現実です。本講習では日常生活で利用、体験し
勝木 明夫（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県松本市
ている事柄で化学と深く関連している事柄をピックアップしてそれ
を解説することにより、化学をより身近なものとして実感し、今後
の教育に活かしていただくことが狙いです。また、実験として太陽
電池の作成を行います。

6時間 平成30年7月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（理科）

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504022号

0263-37-2428

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

信州大学

田村（教育学者 金融・消費者教育）が、学校における金融教
育、経済教育、消費者教育の現状と課題、金融・経済の理論的な
【選択】社会を生き抜く力を育てる 解説を行ったうえで、教育現場で役立つ効果的な教育方法（行動
～はじめての金融・経済教育～ 経済学の知見を活用）・教材開発を考察します。さらに、金融機 田村 徳至（学術研究院総合人間科学系講師） 長野県松本市
（A）
関の学校教育部門担当者をゲストティーチャーとしてお招きし、開
発された教材を活用してグループワークを行い、学校での金融教
育・経済教育・消費者教育の実施方法を学びます。

6時間 平成30年7月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504023号

0263-37-2428

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

信州大学

私たちの身の回りに微生物が存在していることは多くの方が知っ
ている事実です。しかしながら、その存在を証明する方法を思い
【選択】微生物研究の歴史（科学
付く人はどれくらいいるでしょうか。本講習では、微生物学の歴史 細見 昭（学術研究院農学系助教）
と似非科学）
をひも解きながら、微生物が人とどう関わってきたのかを解説し
ます。また、身近な科学と似非科学を考えてみたいと思います。

長野県上伊那
郡南箕輪村

6時間 平成30年7月8日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（理科）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504024号

0263-37-2428

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

信州大学

昨今、多様な学習場面でのインクルーシブ教育の構築が求めら
れており、その学習の機会は、障害のある子どもが参加すること
でしか生まれない貴重なものとなっています。本講習では、専門
【選択】キャンプ・登山やスキーに
家との連携により車いすの子どもとの登山やスキー実習を実現さ
おけるインクルーシブ教育の実践
加藤 彩乃（学術研究院総合人間科学系助教） 長野県松本市
せた学校紹介から、野外における多様なニーズのある子どもたち
（A）
への配慮について考えます。また、アウトドア用車いすやデュア
ルスキー（着座式スキー）の体験を通して、実現可能なプラン作り
を行います。

6時間 平成30年7月8日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（特別
支援・保健体
育）、養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504025号

0263-37-2428

http://www.shinshuu.ac.jp/
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504026号

0263-37-2428

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

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の教諭（特別
教諭
養護教諭 支援）、特別支援
学校の教諭、養
護教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504027号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】ジェンダーと教育

人間は性別によって二分され、女あるいは男であるがゆえに、そ
の人生の送り方や選択が制限されている面が少なくありません。
差別されるのは女性であると考えられがちですが、男性もジェン 加藤 善子（学術研究院総合人間科学系准教
ダーに縛られ、苦しんでいる人は多く存在します。先生方自身が 授）
ジェンダー規範から自由になること、そして児童・生徒の人生の
選択が広がるような教育の可能性を探ります。

長野県松本市

6時間 平成30年7月8日

信州大学

【選択】発達障害のある子どもた
ちの心理と支援

本講習は、発達障害のある子どもたちの心理と応用行動分析学
を学ぶことで、子どもたちの支援法についての知識や技術を学び
ます。講義とグループワークで授業を構成し、発達障害のある子
下山 真衣（学術研究院教育学系助教）
どもたちへの指導に活用できることを目標とします。
発達障害のある子どもへの指導の充実を図ろうとする教員を受
講対象者として想定しています。

長野県長野市

6時間 平成30年7月14日

信州大学

本講習は、アフリカに関する最新の研究成果、動向等について理
解し、小・中・高等学校の社会科教育と関わる諸領域の教科指導
に活用できることを目標にします。そのため、主な受講対象者は
【選択】映像で見るアフリカ ―何
社会科教育に関する指導の充実を図ろうとする教員、また関連
阿久津 昌三（学術研究院教育学系教授）
となく遠いアフリカ、でも面白そう
領域の教科を担当する教員を中心に想定しています。また教科
―
指導にとらわれず、アフリカに関心のある教員の受入れも可能で
す。
講習は講義、演習方式を交えた構成となります。

長野県長野市

6時間 平成30年7月14日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会・地理歴
史・公民）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504028号

0263-37-2428

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

信州大学

衣服の機能には人体保護と人体装飾があります。人体保護機能
は熱・外力・輻射などから人体を守る、生理・運動機能を保持し、
より高めることが求められます。人体装飾機能は、色彩、造形、
高寺 政行（学術研究院繊維学系教授）
【選択】衣服と感性の科学－ス
心理、社会動向などが反映されます。
佐古井 智紀（学術研究院繊維学系准教授）
ポーツウェアからファッションまで
本講習では、衣服の機能と生産・流通、スポーツや健康維持に関
堀場 洋輔（学術研究院繊維学系准教授）
－
わる衣服や繊維製品の着心地・使い心地・好みの評価（感性）に
関して概説し、衣服を理科、工芸、家庭、工業等の側面から理解
できるようにします。

長野県上田市

6時間 平成30年7月14日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・工芸・家
庭・工業）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504029号

0263-37-2428

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

長野県上伊那
郡南箕輪村

6時間 平成30年7月21日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（理科・
農業）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504030号

0263-37-2428

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

私たちの身近な生活の中で活用されている微生物のバイオテク
ノロジーについて、微生物資源を利用した医薬品や有用酵素の
保坂 毅（学術研究院農学系准教授）
開発技術に視点を当てて解説します。微生物のバイオテクノロ
ジーを素材に、理科学習は身近なことがらの探求であることを実 一ノ瀬 仁美（学術研究院農学系助教）
感し、「生物」「化学」にかかわる知識理解を深める授業設計のた
めの話題を提供します。

信州大学

【選択】くらしの中の微生物

信州大学

森林は木材やキノコなどの資源創出機能だけでなく環境調整機
能や文化的機能を果たしています。林業は木材生産のみを目的
としているように思われがちですが、総合的に森林の機能を引き 城田 徹央（学術研究院農学系助教）
【選択】森林の機能と林業の役割 出すための社会的な役割を担っています。本講習では森林の生 三木 敦朗（学術研究院農学系助教）
態系サービス（自然の恵み）、それを引き出すための林業の役割 斎藤 仁志（学術研究院農学系助教）
について学び、森林・林業がともに持続できる社会のありかたを
考えます。

長野県上伊那
郡南箕輪村

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会・理科・農
業・環境教育）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504031号

0263-37-2428

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

信州大学

カイコは日本発の生物学のモデル生物であり、分子から個体ま
での幅広い研究材料として利用されてきました。この講習では、
【選択】体験してみよう生物学教 育蚕、標本作製、翅の構造を理解するための鱗粉転写、幼虫の
梶浦 善太（学術研究院繊維学系教授）
材としての「カイコ」と「野蚕」の利 解剖、繭をつくる器官の絹糸腺の観察、DNA抽出方法、減数分裂
白井 孝治（学術研究院繊維学系准教授）
用
の概略、検定交雑の方法、突然変異を利用した組換え率の計算
などを行い、生物学の知識と実験技量の習得を目指します。そし
て、カイコとはいえ、命の尊さを感じていただければと思います。

長野県上田市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（理科・生物）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504032号

0263-37-2428

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

信州大学

人間と宇宙の関わりや、身の回りにあふれる物質の起源、宇宙
の歴史やその構造など、だれでも一度は気になる宇宙の謎につ
【選択】地球から宇宙の果てまで いて、最新の天文学の成果に基づいて平易に解説します。また、
小山 茂喜（学術研究院総合人間科学系教授）
の最新の宇宙像をみよう～楽し 簡易天体望遠鏡を制作したり、国立天文台が開発した４次元デ
長野県松本市
縣 秀彦（国立天文台准教授）
い天文学習の創造に向けて～
ジタル宇宙シアター・フリーソフト「MITAKA」を実際に動かす演習
を通して、子どもたちと一緒に宇宙を「目のあたり」にする楽しい
学習展開のあり方を探ります。

6時間 平成30年7月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・総合・環
境教育）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504033号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】中国語で漢詩を読む

漢詩を書き下し文によって朗読すると、そこには独特の味わいが
あると思います。いっぽう、本来の中国語の発音で読んでみる
と、また別の趣きが感じられることでしょう。たとえば韻を踏んでい
ることは、中国語で読んだ方がよくわかるはずです。しかも中国 伊藤 加奈子（学術研究院人文科学系准教授）
長野県松本市
語の発音は、じつは難しいものではありません。これまで中国語 氏岡 真士（学術研究院人文科学系教授）
の学習経験が無い方も大丈夫ですので、どうかこの機会にコツを
身につけてください。もちろん作品の内容等についても解説いた
します。

6時間 平成30年7月28日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（国語）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504034号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】心理学からのクリティカ
ル・シンキング入門

適切な意思決定や偏りのない判断を促進し、誤った思い込みを
防ぐ「クリティカルシンキング（批判的思考）」の基本について、認
知心理学の成果をもとに体系的かつ実践的に習得します。これ
菊池 聡（学術研究院人文科学系教授）
により、多様な情報を批判的に読み解く姿勢と、教育現場や日常
生活で生起する心理的錯誤や思考のバイアスにまどわされない
ための基本的スキルを身につけていきます。

6時間 平成30年7月28日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504035号

0263-37-2428

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

長野県松本市
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

時間数

受講者募集期間

認定番号

ＵＲＬ

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

長野県長野市

6時間 平成30年7月28日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（地理
歴史、保健体
育）、養護教諭、
栄養教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504036号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成30年7月28日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（国語・
書道）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504037号

0263-37-2428

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

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504038号

0263-37-2428

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

講習の開催地

受講人数

電話番号

信州大学

本講習では、１開発途上国の教育・医療現場での国際協力活
動・フィールド研究 ２国際協力に関する基礎知識、学校保健活
【選択】開発途上国の子どもたち
動に関する最新の研究成果を紹介します。また、３ワークショッ
の健康と環境―学校保健、健康
プ、グループ討議等をとおして、開発途上国の子どもたちの健康 友川 幸（学術研究院教育学系准教授）
教育の世界的潮流とエコヘルス
や環境の問題を取り巻く社会の現状を理解します。
教育導入の試み―
主な受講対象者は、健康・環境教育、国際理解教育に関心のあ
る教員を想定しています。

信州大学

【選択】新学習指導要領から考え
る国語科教材の可能性―「読む」
「書く」ことと「我が国の言語文化」
―

本講習は、国語科に関する最新の研究成果、動向等について理
解し、｢文学教材の読み」や「書く」ことと関わる諸領域の教科指導
に活用できることを目標にします。
小林 比出代（学術研究院教育学系准教授）
主な受講対象者は国語に関する指導の充実を図ろうとする教
西 一夫（学術研究院教育学系教授）
員、また関連領域の教科を担当する教員を中心に想定していま
友田 義行（学術研究院教育学系准教授）
す。また教科指導にとらわれず、文学教材に関心のある教員の
受入れも可能です。講習は講義とワークショップの構成からとなり
ます。

信州大学

【選択】アフリカ、森の民のライフ
サイクルから学ぶ知恵

本講習では、中部アフリカの熱帯雨林地域に暮らしている「ピグ
ミー」と呼ばれる狩猟採集民の生活を、彼らのライフサイクルに着
目しながら解説します。特に子供の教育や発達に関わる事柄を 分藤 大翼（学術研究院総合人間科学系准教
視聴覚資料を用いて紹介します。私たちとは自然・社会的環境が 授）
大きく異なる「森の民」の文化を学ぶことを通じて、私たちの文化
を見つめ直すためのヒントを提供します。

長野県松本市

6時間 平成30年7月28日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（社会・
音楽・宗教・看
護・福祉・環境教
育）

信州大学

【選択】消費者教育にどう取り組
むか～中等教育を例に～

経済・消費者教育に関心を持っていただくことを目的として、消費
者問題の社会的背景・現状と対応諸制度を法学（商法・金商法）
を専門とする長瀬が整理したうえで、経済教育を専門とする田村
長瀬 一治（学術研究院社会科学系教授）
長野県松本市
が教育現場で役立つ教育方法・教材開発について考察します。
田村 徳至（学術研究院総合人間科学系講師）
具体的には、消費者問題の理論と制度について長瀬が、経済教
育の視点から田村が、シミュレーションゲームなどの体験活動を
通して、具体的な指導方法・教材開発について考えていきます。

6時間 平成30年7月28日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（社会・
公民・家庭）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504039号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】グリム童話のルーツを探
る（A）

本講習では、今も世界中で読み継がれている『グリム童話集』所
収の童話「シンデレラ」（時間があれば「眠れる森の美女」も）の古
閻 小妹（学術研究院総合人間科学系教授）
今東西における類話の比較を通して、童話・民話・神話といった
株丹 洋一（元信州大学教授）
伝承文芸が持つ意味と人間の文化に対する理解を深め、伝承素
材を教育現場で教える際に必要なことを考えます。

長野県松本市

6時間 平成30年7月29日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（国語・
英語・社会・地理
歴史・美術）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504040号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】食品の表示を読み解く

本講習は、食品の表示に関する最新の動向等について理解し、
家庭科の教科指導に活用できることを目標にします。そのため、
主な受講対象者は家庭科に関する指導の充実を図ろうとする教 高崎 禎子（学術研究院教育学系教授）
員を想定しています。講習は講義のみならず、グループ討議、演
習方式を交えた構成となります。

長野県長野市

6時間 平成30年7月31日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（家庭）

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504041号

0263-37-2428

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

信州大学

生物学を含め、科学実験では統計解析は不可欠です。この講習
ではエクセル（表計算ソフト）を用いた生物学演習の例を紹介しま
【選択】アカマツの成長をエクセル
す。この講習では、アカマツの年輪試料を用いて、アカマツの成
で解析してみよう（科学実験と統
高橋 耕一（学術研究院理学系教授）
長の気象条件（気温、降水量、日射量）との関係を調べます。エ
計解析）
クセルではいくつかの関数を用いて、簡単な統計解析を行いま
す。

長野県松本市

6時間 平成30年7月31日

教諭

高等学校の教諭
（理科）

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504042号

0263-37-2428

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

信州大学

学習指導要領では、「新聞」を活用した授業づくりが提案されてい
ます。新聞のもつ役割や機能を信濃毎日新聞社の記者の体験談
や信濃毎日新聞社の見学等体験的な活動を通して知るととも
【選択】たかが新聞されど新聞～
に、新聞を活用した授業実践を具体的に学ぶことを通して、日常 小山 茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県長野市
NIE入門～（A）
の授業実践での新聞の活用の方法を探ります。教科や学校種に
とらわれず、ＮＩＥに興味のある先生、新聞を「ねた」に楽しい授業
を展開しようという意欲のある先生方を対象とします。

6時間 平成30年7月31日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（国語・社会・地
理歴史・公民・総
合）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504043号

0263-37-2428

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

【選択】アクティブラーニングによ
る新しい学校防災―主体的・対
話的な防災授業を実現しよう―

災害はいつ、どこで起こるか、全く予想ができません。学校では、
適切な防災対策が求められます。
本講習では、新学習指導要領で求められる主体的・対話的な学
習、いわゆるアクティブラーニングの枠組みで実現可能な防災の
授業を提案します。学校防災、アクティブラーニングの方法と評価
に関する基礎知識を解説しながら、図上防災訓練（ＤＩＧ）、ＩＣＴを
活用した授業を体験していただき、新しい防災授業について考え
ます。

長野県長野市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校の教
諭、養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504044号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】歴史館で教材開発（A）

博物館の役割や機能について、ふだん目にする博物館の展示見
学だけでなく、バックヤードでの作業や資料の収集等にかかわる
体験活動を通して、自分の授業に博物館の持つ教育資源をどの
小山 茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県千曲市
ように活用するかを探ります。教科や学校種にとらわれず、博物
館を主体的に学習に活用することで、楽しい授業を展開しようと
いう意欲のある先生方を対象とします。

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会・総合）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504045号

0263-37-2428

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

信州大学

２００７年にユネスコが『哲学―自由の学校』を出版して以来、こど
もの哲学が注目されています。これは、こどもたちが対話を通し
て、仲間と協調しつつ、主体的・倫理的に考える力を養うための
【選択】こどもの哲学：哲学的対話
教育方法です。対象は幼児から大人までです。とはいえ、哲学な 屋良 朝彦（長野県看護大学准教授）
の理論と実践
んて難解なものがこどもにできるのだろうか、と疑問をもつ方もい
るでしょう。本講習ではこどもの哲学が何であるかに関する理論
から、実践の方法までを学びます。

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校の教諭（国語・
社会・地理歴史・
公民）、養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504046号

0263-37-2428

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

信州大学

田中
島田
廣内
村松

敏（学術研究院教育学系教授）
英昭（学術研究院教育学系准教授）
大助（学術研究院教育学系教授）
浩幸（学術研究院教育学系教授）

長野県駒ケ根
市
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6時間 平成30年8月1日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月2日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会・総合）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504047号

0263-37-2428

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

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（国語・社会・地
理歴史・公民・総
合）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504048号

0263-37-2428

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

長野県松本市

6時間 平成30年8月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（社会・情報）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504049号

0263-37-2428

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

信州大学

高校までに習う音楽は、西洋音楽から日本音楽、民族音楽など
多岐に渡っていますが、その中でもイスラーム文化圏の音楽につ
いては、あまり触れる機会がないのが現状です。本講習では、イ
【選択】音楽から読み解くヨーロッ
スラーム文化圏の音楽の基本的特性を学びつつ、これを西洋音 濱崎 友絵（学術研究院人文科学系准教授）
パとイスラーム文化
楽と比較・検討をすることで、両者の音楽の類似点や相違点とと
もに、音楽を取り巻く歴史や社会、ヨーロッパとイスラーム文化の
多様性を立体的に考えていきます。

長野県松本市

6時間 平成30年8月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（音楽・地理歴
史）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504050号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】外国人から見た日本

東京オリンピックの開催が決定されてから日本の国際性を高める
動きが活発になってきています。また、外国から日本への関心が
高まっていることに伴い、外国からの観光客や定住者が増え続
けています。その影響もあり、日本の学校に通う子供たちも増え アサノ デービッド（学術研究院工学系教授）
ています。しかし、日本国内では外国人への理解がまだ不足して
います。本講習では、外国人である講師が日本の印象や外国と
の違いを紹介し、理解を高めることがねらいです。

長野県長野市

6時間 平成30年8月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会・英語）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504051号

0263-37-2428

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

信州大学

理科・化学へ子供たちが興味を持つ授業の一助となることを考
え、有機化学分野から生活と生命に接点をもつテーマを選び解
説します。マスコミで話題となる有機化合物や医薬品の構造や合
成法とそれらの様々な性質や、生活に密着した身の回りの品々 菅 博幸（学術研究院工学系教授）
【選択】私たちのくらしと有機化学
との関わりについて解説します。また、界面活性有機化合物とそ 奥村 幸久（学術研究院工学系教授）
の集合体、生命体の基本である細胞が持つ脂質膜構造、さらに
細胞を化学システムとしてとらえる工学的な観点について解説し
ます。

長野県長野市

6時間 平成30年8月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・工業）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504052号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習では、化学が関係する身近な話から先端科学の話題をエ
ピソードとともに平易に解説するとともに、見て楽しい、不思議な、
そして実は奥が深い化学実験を体験していただきます。この機会
【選択】エピソードと実験で学ぶ身
本吉谷 二郎（学術研究院繊維学系教授）
に現代化学の一端を知り、理科（化学）の基本事項の考え方や重
近な化学と先端科学
服部 義之（学術研究院繊維学系准教授）
要性を再確認するとともに、科学の魅力を生徒達に伝える最前線
の伝達者として、先生方自身に化学の魅力を新たに認識してい
ただきたいと思います。

長野県上田市

6時間 平成30年8月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（理科）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504053号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】グリム童話のルーツを探
る（B）

本講習では、今も世界中で読み継がれている『グリム童話集』所
収の童話「シンデレラ」（時間があれば「眠れる森の美女」も）の古
閻 小妹（学術研究院総合人間科学系教授）
今東西における類話の比較を通して、童話・民話・神話といった
株丹 洋一（元信州大学教授）
伝承文芸が持つ意味と人間の文化に対する理解を深め、伝承素
材を教育現場で教える際に必要なことを考えます。

長野県松本市

6時間 平成30年8月4日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（国語・
英語・社会・地理
歴史・美術）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504054号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】『博士の愛した数式』（小
川洋子著）の中の数学を見てみ
よう！

小説の中の博士は数学者で数（整数論）の専門家です。数の一
つに幼少時から慣れ親しんだ自然数があります。自然数の中で
も、数の素である素数は古来より興味の対象でした。日常生活で
高野 嘉寿彦（学術研究院総合人間科学系教
無意識に使っている数がもつ性質を学び、それを伝えることで教
授）
育活動において数学の面白さを伝えることができます。講習では
小説にでてきた素数や完全数等の話題を中心に、それらの性質
を家政婦さん、ルート（家政婦の息子）と一緒に見ていきます。

長野県松本市

6時間 平成30年8月5日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（数学）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504055号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】英作文を教える

英作文は英語の実力が端的に表れるため、単語レベルでの読解
から脱却する機会となり得ます。しかし英作文の指導は、母語話
者でなければ現実には難しいものです。そこで、本講習では、実
際のエラーを素材にして、①辞書や学習指導書の背後にある原 加藤 鉱三（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県松本市
理原則と、②日本語話者であるという理由で起こるエラーの背
景、の二つを探っていく、という作業を通して、英作文という素材
の、日本語話者である教員ならではの使い方を提案します。

6時間 平成30年8月5日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（英語）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504056号

0263-37-2428

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

信州大学

戦後ＮＩＥＳに続く中国・ＡＳＥＡＮ・インドの経済発展戦略に関する
【選択】アジア経済キャッチアップ 研究蓄積や情報源をもとに、アジアにおける貿易・通貨・経済協
金 早雪（学術研究院社会科学系教授）
の連鎖と現状
定の背景や現状について、中学生・高校生に易しく解説する知見
を体得します。

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（社会・
地理歴史・公民）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504057号

0263-37-2428

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

講習の概要

担当講師

講習の開催地

信州大学

【選択】歴史館で教材開発（B）

博物館の役割や機能について、ふだん目にする博物館の展示見
学だけでなく、バックヤードでの作業や資料の収集等にかかわる
体験活動を通して、自分の授業に博物館の持つ教育資源をどの
小山 茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県千曲市
ように活用するかを探ります。教科や学校種にとらわれず、博物
館を主体的に学習に活用することで、楽しい授業を展開しようと
いう意欲のある先生方を対象とします。

信州大学

学習指導要領では、「新聞」を活用した授業づくりが提案されてい
ます。新聞のもつ役割や機能を信濃毎日新聞社の記者の体験談
や信濃毎日新聞社の見学等体験的な活動を通して知るととも
【選択】たかが新聞されど新聞～
に、新聞を活用した授業実践を具体的に学ぶことを通して、日常 小山 茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県長野市
NIE入門～（B）
の授業実践での新聞の活用の方法を探ります。教科や学校種に
とらわれず、ＮＩＥに興味のある先生、新聞を「ねた」に楽しい授業
を展開しようという意欲のある先生方を対象とします。

信州大学

【選択】情報メディアの心理学

現代の情報社会において、我々は、インターネットやテレビ・ゲー
ムなど、さまざまな情報メディアを利用しています。これらの情報
メディアは、我々の心理や行動にさまざまな影響を及ぼします。 佐藤 広英（学術研究院人文科学系准教授）
本講習では、インターネットやテレビ・ゲーム利用が子供に及ぼす
影響について、社会心理学的観点から概説していきます。

長野県松本市
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電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

現代の数学について理解するには多くの時間と労力を要します
が、ここでは、難しい数学の議論を極力避け、例を通して現代の
【選択】数学を通して見た数理科 数理科学の一面を概説します。専門的な知識を仮定しないで話し 栗林 勝彦（学術研究院理学系教授）
学の諸相
ますので、工夫次第では教育の現場、特にアドバンス的な授業 佐々木 格（学術研究院理学系准教授）
や教科書から一歩踏み出た先の内容をお話しする時に活かすこ
とができる講習内容です。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

長野県松本市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（数学）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504058号

0263-37-2428

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

【選択】陸水環境の科学

地球は水惑星と呼ばれるように、大気・海洋から陸上まで様々な
状態で水が存在します。また、水循環が活発なために陸上にも
豊富な水が存在します。この講習では、地球上の水循環のメカニ 鈴木 啓助（学術研究院理学系教授）
ズムから解説し、陸水環境における水の移動に伴う物質循環に 朴 虎東（学術研究院理学系教授）
ついて学びます。特に、雪氷圏における化学物質の動態と、湖沼
における生態系生態学については詳しく解説します。

長野県松本市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504059号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】農業から見た環境問題

日本の農業は高齢化や耕作放棄地など様々な問題を抱えてお
り、食料の安定供給に不安が持たれています。農業・農村は、食
料供給以外にも環境保全に対して重要な役割を果たしていま
す。一方で、農業に起因する環境問題も存在します。将来にわ
たって多面的機能を有する農業が成り立つには、農業生産と環
境保全のバランスが重要であり、これは喫緊の課題になっていま
す。本講習では、農業という視点から環境について考えていきま
す。

長野県上伊那
郡南箕輪村

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（農業）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504060号

0263-37-2428

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

信州大学

昨今、多様な学習場面でのインクルーシブ教育の構築が求めら
れており、その学習の機会は、障害のある子どもが参加すること
でしか生まれない貴重なものとなっています。本講習では、専門
【選択】キャンプ・登山やスキーに
家との連携により車いすの子どもとの登山やスキー実習を実現さ
加藤 彩乃（学術研究院総合人間科学系助教） 長野県松本市
おけるインクルーシブ教育の実践
せた学校紹介から、野外における多様なニーズのある子どもたち
（B）
への配慮について考えます。また、アウトドア用車いすやデュア
ルスキー（着座式スキー）の体験を通して、実現可能なプラン作り
を行います。

6時間 平成30年8月6日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（特別
支援・保健体
育）、養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504061号

0263-37-2428

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

信州大学

学生用光学顕微鏡によって生物の細胞を観察する際、狭い接眼
レンズにデジカメやスマートフォンを接続してその液晶モニターに
【選択】身近なデジタルカメラの活 より大きく見やすい画像が表示され、普段デジカメなどに慣れ親 喬 炎（長野県看護大学教授）
用で不思議なミクロ世界の観察を しんでいる学生が難解な生物学を身近に感じ、探究心を高め、生 三浦 大志（長野県看護大学助教）
物の不思議なミクロ世界をもっと楽しめることを目標に、生物実習 島袋 梢（長野県看護大学助教）
もっと効果的に
でしばしば行われている植物の表皮細胞や体細胞分裂の観察、
生体内血流動態の観察を通じて講習を展開します。

長野県駒ケ根
市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（理科）

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504062号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】社会の変容と家族・家族
法

家族の理想像は、様々な社会状況の影響を受けて変容し、家族
関係を規律する法も変容します。本講習では江戸中後期、戦前、
戦後、平成期を通じた家族観・家族の実像の変遷に家族法がど
宗村 和広（学術研究院社会科学系教授）
のように対応してきたか、を近時のいくつかのトピックを例に、検
討を加えます。最近の家族観の多様化の現状を理解することに
より、特に、児童・生徒の生活の見守りに生かすことができます。

長野県松本市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会・公民）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504063号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】教育を受ける権利と日本
国憲法

日本国憲法には、教育を受ける権利（26条）が明記されていま
す。この権利は、子どもの学習権と理解されています。子どもの
学習権と対になるのが、教育権です。この教育権の主体、教育権
の性質について、憲法学や教育法学において、活発な議論がな 成澤 孝人（学術研究院社会科学系教授）
されていますし、判例の蓄積もあります。学習権と教育権をめぐる
学説と判例を理解していただき、教育実践に役立てていただきた
いと思います。

長野県松本市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504064号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】無機化学

授業で、典型元素と遷移金属元素の違いや遷移金属元素の特
徴などを正しく生徒に伝えることができるように、無機化学の根幹
をなす化合物のひとつである錯体に焦点を当て、量子論の基礎・
対称性と群論の関係および化学との関連・原子価結合法による 大木 寛（学術研究院理学系教授）
錯体の化学結合の記述・結晶場理論による錯体の諸性質の理
解・分子軌道法による錯体の化学結合と諸性質の総合理解と
いったテーマで解説します。

長野県松本市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学校・高等学
校の教諭(理科・
化学)

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504065号

0263-37-2428

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

信州大学

教職員として知っておいていただきたい子供の健康管理につい
て、「①性に関する指導を適切に行うため、月経のメカニズムや
【選択】学校における保健指導・
性感染症の基本知識について」、「②青少年の生活習慣病予防
健康教育（性教育・生活習慣病・
について」、「③学校における発達障害児の作業療法支援」、「④
アレルギー・作業療法）
アレルギー疾患について」の４点を中心に、基本的知識と対応等
についてわかりやすく解説します。

長野県松本市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504066号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習では、身体運動における運動と感覚の理論を学習し、体
育の授業に応用可能な展開内容を演習します。特に、感覚に関
【選択】体育科目に応用できる感 しては運動感覚に着目し、生徒の主観的な身体状況の知覚を促 速水 達也（学術研究院総合人間科学系准教
覚と運動の科学-理論と実践すための実践方法を演習します。最終的には、体育の授業にお 授）
いて教師が運動内容の効果について、その理論的背景を伝えら
れるようになることを目的とします。

長野県松本市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の教諭（保健
体育）

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504067号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習は、臨床心理学における最新の技法である解決志向アプ
ローチを基に、学校現場における職業人のコミュニケーション能
【選択】自分を変える心理学 ―
力をさらに向上させる演習・ワークを行います。主として人間のポ
やさしさとポジティブシンキングを
鈴木 俊太郎（学術研究院教育学系准教授）
ジティブな側面を引き出すコミュニケーション、関係性を向上させ
手に入れるワークショップ―
る前向きな考え方のコツなどをさまざまな練習メニューをとおして
学習していく講習です。

長野県長野市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504068号

0263-37-2428

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

信州大学

信州大学

萩原
渡邉
加藤
齋藤

金井
日高
小林
赤羽

基之（学術研究院農学系教授）
修（学術研究院農学系准教授）
新平（学術研究院農学系准教授）
勝晴（学術研究院農学系准教授）

誠（学術研究院保健学系教授）
宏哉（学術研究院保健学系准教授）
法元（学術研究院医学系講師）
美和（学術研究院保健学系助教）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

信州大学

地球のたどってきた変動の記録、すなわち地球史の知識と理解
は、私達が経験する可能性のある様々な自然災害に対応するた
【選択】地球から学ぶ自然災害へ めに必要です。堆積物などに記録された洪水、津波、海水準変
保柳 康一（学術研究院理学系教授）
の備え
動の記録を読み解きながら、未来の災害や環境変動にどのよう
に私たちが対応していかなければならないかを考えるきっかけを
提供したいと思います。

信州大学

【選択】子供の健康管理（性教
育・てんかん発作・小児救急医
療）

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

長野県松本市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504069号

0263-37-2428

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

長野県松本市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504070号

0263-37-2428

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

信州大学

次期学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」と「何を学
ぶのか、どのように学ぶのか、何を身に付けるのか」が強調され
ています。本講習は主に、生徒が主体的かつ対話的に学ぶ方法
【選択】はじめてのファシリテー
ション（話し合い活動の活発化の の一つとして、ファシリテーションの知見を活用した話し合いの仕 田村 徳至（学術研究院総合人間科学系講師） 長野県松本市
方を学びます。特に、付箋紙を効果的に使用し、課題解決を図る
ために）
手法をゲストティーチャーをお招きし、グループで体験しながら身
に付けます。

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504071号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】子どものライフスタイルと
健康－小児のメタボリックシンド
ローム予防と地域との連携－

本講習では、児童や生徒をとりまく様々な環境が、肥満をはじめ
とする生活習慣病の発生リスクにどのように関連しているのかを
解説していきます。さらに、子どもの健康問題を予防するために 御子柴 裕子（長野県看護大学講師）
有効な地域の関係機関・職種との連携についても考えていきた
いと思います。

長野県駒ケ根
市

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の教諭（保
健）、養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504072号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習は、音楽教育学に関する研究成果や動向等について理
解し、特に身近な素材や身体表現を取り入れた活動における音
楽的な学びについて取り上げ、音楽指導に活用できることを目標
【選択】身近な素材や身体の動き としています。そのため主な受講対象者は、小・中・高等学校の
桐原 礼（学術研究院教育学系助教）
を取り入れた音楽活動について 音楽指導の充実を図ろうとする教員を中心に想定しています。
教科指導にとらわれず、音楽教育に関心のある教員等（幼児教
育、特別支援ほか）の受入れも可能です。
講習は、講義と演習方式を交えた構成となります。

長野県長野市

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（音楽）

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504073号

0263-37-2428

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

信州大学

次期学習指導要領で導入されるプログラミング教育について、プ
ログラミング初心者の教員でも運営可能で、子どもが自ら進んで
【選択】自ら進んで楽しく学べるプ 楽しく学べるプログラミング授業の設計について学びます。子ども 島田 英昭（学術研究院教育学系准教授）
でも簡単に使えるプログラミング言語Ｓｃｒａｔｃｈについて操作を体 森下 孟（学術研究院教育学系准教授）
ログラミング授業の設計
験し、受講者同士で意見交換をしながら授業設計を考えます。
また、プログラミング教育導入の背景も簡潔に説明します。

長野県長野市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校・中学校
の教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504074号

0263-37-2428

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

【選択】宇宙の成り立ち

宇宙を構成する物質とその構造を解説します。宇宙に対する理
解は近年顕著な進展をみせており、最新の知見を取り入れた最
新の宇宙像を理解しておく事は、学校教育活動にとって有用であ
竹下 徹（学術研究院理学系教授）
ると思われます。現代の宇宙像に結びつく実験やその成果を紹
介し、理解を深める事ができます。光速の測定実験と放射線の測
定実験を授業中に行い、理解を確かめる事ができます。

長野県松本市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504075号

0263-37-2428

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

【選択】ミクロ経済学入門

高等学校・公民科の政治経済で扱う「市場経済の機能と限界」に
関係する内容を解説します。まず、経済学的な考え方を理解する
上で重要となる“機会費用”や“サンクコスト”といった概念を、再
確認します。その上で、市場メカニズムの考え方を整理し、市場
広瀬 純夫（学術研究院社会科学系教授）
取引のデータを用いて、需要曲線が右下がりの形状になることを
確認します。講習後半は、応用例として、消費税率引上げの影響
などを解説します。高校の授業を意識し、現実の事例を用いて理
解できるよう材料を提供します。

長野県松本市

6時間 平成30年8月16日

教諭

高等学校の教諭
（公民）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504076号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】民法と法律的な考え方

民法という身近な経済生活関係を規律する法律を素材に、法律
的な考え方について理解してもらうのが狙いです。法律の専門家
は、単に法律知識をもっているだけではなく、独特の思考様式を
身につけています。それは西欧社会において千年の歴史を経て 池田 秀敏（学術研究院社会科学系教授）
洗練されてきたものでもあります。そのような法律的な考え方を
理解することは、西欧というものをより深く理解することにもつな
がるはずです。

長野県松本市

6時間 平成30年8月17日

教諭

高等学校の教諭
（地理歴史・公
民・商業）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504077号

0263-37-2428

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

信州大学

アクティブ・ラーニングは、「教員による一方向的な講義形式の教
育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教
授・学習法の総称」と文部科学省によって定義されています。こ
【選択】アクティブ・ラーニングのテ
加藤 善子（学術研究院総合人間科学系准教
のようなアクティブ・ラーニングを実施するための基本的な考え方
クニック入門
授）
や技術を学んでいただき、すぐに使えるテクニックを身につけて
いただきます。対象は、小学校、中学校、高等学校の教諭としま
す。

長野県松本市

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504078号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習は、気になる子ども（日常、教室などで学習を進めるときに
何らかの配慮が必要な子ども）についての理解を深め、具体的な
【選択】気になる子どもの指導と
庄司 和史（学術研究院総合人間科学系教授）
指導や支援の方法を考えるものです。とくに感覚や言語の問題で
支援～運動や感覚の問題を中心
宮地 弘一郎（学術研究院教育学系准教授）
長野県松本市
苦戦していたり、運動が苦手で、遊びや体育の時間に苦戦したり
に～
加藤 彩乃（学術研究院総合人間科学系助教）
する子どもの実態について考え、評価方法や学習を展開する上
での工夫を提案します。

6時間 平成30年8月17日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の教諭（特別
支援）、特別支援
学校の教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504079号

0263-37-2428

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

信州大学

現在、通常の学級に在籍している子どもたちの中に、発達障がい
または発達障がいの可能性がある子どもたちが多くいることが明
【選択】障がいのある子どもの支
庄司 和史（学術研究院総合人間科学系教授）
らかになっています。この講習では、発達障がいを中心に、主な
長野県松本市
援
松原 豊（筑波大学体育系教授）
障がいの特徴を学習し、障がいについての理解を深め、事例を
交えながら具体的な支援について考えていきます。

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の教諭（特別
教諭
養護教諭 支援）、特別支援
学校の教諭、養
護教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504080号

0263-37-2428

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

信州大学

信州大学

学校教育では、子供の健康管理にかかわる教職員の対応で生
命を左右することがあります。本講習では、「①性にかかわる指
導」、「②てんかん発作」、「③小児救急医療」の３点を中心にわ
かりやすく解説します。

坂口 けさみ（学術研究院保健学系教授）
森田 洋（学術研究院医学系教授）
三代澤 幸秀（医学部附属病院助教）
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6時間 平成30年8月18日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

信州大学

高校までに習う物理学の中の力学は、マクロからミクロまでの物
体の運動を解析するための基礎であり、様々な研究に共通した
基盤となる重要な学問です。しかし身の回りの種々の現象と力学
【選択】身の回りの力学と振動工 的知見との関連についてあまり詳しく教えられていないのが現実 辺見 信彦（学術研究院工学系教授）
です。本講習では身の回りの事例を取り上げ、簡単な実演を交え 亀山 正樹（学術研究院工学系准教授）
学
ながら、振動や物の運動の力学現象について解説します。それ
によって物理をより身近なものとして実感し、今後の教育に活か
していただくことが狙いです。

長野県長野市

6時間 平成30年8月19日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（理科）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504081号

0263-37-2428

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

信州大学

パソコンやスマートフォン（スマホ）などの情報通信機器が広く普
【選択】総合的な学習に活用した 及し、特に無線通信機能へのニーズが年々高くなっています。本
い『身近な無線通信のしくみ・トレ 講習では、身近な無線通信のしくみやトレンドと算数・数学・理科 笹森 文仁（学術研究院工学系教授）
などの教科の学習内容との関連性を学ぶことで、「モノと通信」を
ンド』
テーマとした総合的な学習の充実について探ります。

長野県長野市

6時間 平成30年8月25日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（算数・数学・理
科・技術・情報・
工業）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504082号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】最新体力トレーニングの
理論と実践

長野県長野市

6時間 平成30年9月1日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（保健
体育）

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504083号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習は、地学の中でも地質学の内容を対象とします。地層を観
察して、それらのでき方を考察できるようになることと、地層を記
録することができるようになることを目標にします。
【選択】地層の観察と記録の取り
主な受講対象者は、理科（地学）に関する指導の充実を図ろうと 竹下 欣宏（学術研究院教育学系准教授）
方
する教員、また関連領域を担当する教員を想定しています。講習
は野外での実習が主で、室内での講義と博物館の見学を交えた
構成となります。

長野県長野市

6時間 平成30年9月1日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・地学）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504084号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】人工知能ってすごいんで
すか

人工知能の発達で49％の仕事が10年後に消えると言われる現
代において、近い将来にどんな仕事が実際に不要になるかの見
通しについて理解が深まります。そうした現代社会の理解を通じ 鈴木 治郎（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県松本市
て、児童・生徒たちの進路設計への助言に参考となる知識が得ら
れます。

6時間 平成30年9月1日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504085号

0263-37-2428

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

信州大学

子どもの障がいは、コミュニケーションの障がいをもたらすことが
【選択】コミュニケーションの障が あります。この講習では、難聴や言語障害などの疑似体験をいく
庄司 和史（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県塩尻市
つか実施し、参加者が相互に意見交換しながら、障がいに対する
いを擬似体験しよう
理解を深め、具体的な支援を考えていきます。

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校の教諭（特別
養護教諭 支援）、特別支援
学校の教諭、養
護教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504086号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】低温のフシギな世界

本講習では、液体窒素（-１９６℃）を用いた様々な実験を体験し
ていただきます。小学校・中学校理科の「エネルギー」「粒子」の
内容に関係した、「物質の状態変化」や「電流」の分野の題材を
神原 浩（学術研究院教育学系准教授）
使って、低温環境下での実験を行うことで、エネルギーや粒子の
概念をさらに深く理解することを目指します。また、超伝導の話題
をとりあげ、最新の科学情報にも触れます。

長野県長野市

6時間 平成30年9月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科）

6,000円

28人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504087号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習は、新学習指導要領に即しながら、図画工作科の目標や
具体的指導法について、理解を深めることを目標にします。その
際、特に「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」の関わりに注
【選択】子供達の発想と構想を支 目します。
大島 賢一（学術研究院教育学系助教）
援する図画工作科のあり方
受講対象者は、図画工作科の指導に不安を感じている小学校教
員を中心に想定しています。また、中学校、高等学校での美術教
育に関心のある教員の受入れも可能です。
講習は、講義と簡単な造形活動によって構成されます。

長野県長野市

6時間 平成30年9月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（美術）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504088号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成30年9月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（音楽）

6,000円

24人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504089号

0263-37-2428

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

本講習は、最新の体力トレーニングの理論に関する最新の研究
成果、動向等について理解し、「体つくり」と関わる諸領域の教科
指導に活用できることを目標にします。
結城 匡啓（学術研究院教育学系教授）
そのため、主な受講対象者は「体つくり」に関する指導の充実を
図ろうとする体育科教員、また関連領域の教科を担当する教員を
中心に想定しています。

6時間 平成30年9月1日

信州大学

【選択】指揮の基礎

本講習は、指揮の役割について理解し、指揮と関わる諸領域の
音楽指導に活用できることを目標にします。そのため、主な受講
対象者は、音楽活動に関する指導の充実を図ろうとする教員、ま
た関連領域の教科を担当する教員を中心に想定しています。ま 吉田 治人（学術研究院教育学系准教授）
た教科指導にとらわれず、学校現場での部活指導や学内音楽会
等での指揮活動に関心のある教員の受入れも可能です。
講習は、個人・グループでの演習方式中心の構成となります。

信州大学

【選択】地震と建築防災

建築物の耐震性能をテーマに、現在の耐震設計の考え方、日本
田守 伸一郎（学術研究院工学系教授）
の木造住宅の地震対策、海外における地震やその対策を学び、
松田 昌洋（学術研究院工学系助教）
地震と建築物について総合的な理解を深めます。最後に、講義
遠藤 洋平（学術研究院工学系助教）
の内容に即した課題に取り組み、その内容で成績を評価します。

長野県長野市

6時間 平成30年9月29日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・技術・工
業・社会）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044504090号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】野外での地質観察法

地学をはじめとする理科関連の授業において必要な、野外での
岩石の鑑定能力を身につけるとともに、地層を観察する時の着眼
点や記載の方法を学びます。まず室内での解説（１時間）を行
大塚 勉（学術研究院総合人間科学系教授）
い、次いで、バスを利用して野外での観察・実習を行います。室
内では決して体験することができない野外での観察を体験し、教
育現場に役立てていただきたいです。

長野県松本市

6時間 平成30年11月3日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・地学）

6,000円

23人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044504091号

0263-37-2428

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

信州大学

日本の教育は「個性」、「平等」を重視するのに対し、中国の教育
は「学力」を重視する特徴があると言われ、中国の子供たちは小
さい頃から熾烈な競争にさらされています。そこで、本講習では、
【選択】中国の教育－学力とゆと
「なぜこのような競争社会が形成されたのか」「どのような問題が 李 敏（学術研究院総合人間科学系講師）
りの狭間で
引き起こされたか」「中国において「学力」と「ゆとり」が両立できる
のか」といった問題を、中国教育の歴史、構造などから解説し、日
本の教育との比較を試みます。

長野県松本市

6時間 平成30年11月3日

教諭

小学校・中学校
の教諭（社会）

6,000円

50人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044504092号

0263-37-2428

http://www.shinshuu.ac.jp/
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時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年11月10日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（社会・
地理歴史・公民）

6,000円

60人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044504093号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成30年11月10日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（家庭）

6,000円

22人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044504094号

0263-37-2428

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

【選択】歴史館で教材開発（C）

博物館の役割や機能について、ふだん目にする博物館の展示見
学だけでなく、バックヤードでの作業や資料の収集等にかかわる
体験活動を通して、自分の授業に博物館の持つ教育資源をどの
小山 茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県千曲市
ように活用するかを探ります。教科や学校種にとらわれず、博物
館を主体的に学習に活用することで、楽しい授業を展開しようと
いう意欲のある先生方を対象とします。

6時間 平成30年11月11日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会・総合）

6,000円

50人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044504095号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択】格差問題と子供の教育

子供の格差と教育に関して、学歴と格差、スクールカーストなど、
学校教育を取り巻く様々な格差に対し、研究知見をいくつかのト
ピックからまとめ、その現状と問題を概観します。またそれと同時
古里 由香里（高等教育研究センター助教）
に、これら子供の格差問題を考えるうえで必要となる社会学的視
座を学びます。それら知識と視座をもとに、受講者全体でのディ
スカッションを行い、対応策を模索し、実践へと繋げていきます。

長野県松本市

6時間 平成30年11月18日

小学校・中学校・
高等学校の教諭
教諭
養護教諭 （生徒指導）、養
護教諭

6,000円

100人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044504096号

0263-37-2428

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

信州大学

「かしこい」消費者を育成するという視点から、さまざまな教育活
動における消費者教育の在り方を探ります。まず、消費者問題に
【選択】消費者教育にどう取り組 関心を持っていただくことを目的として、法学（商法・金商法）を専
長瀬 一治（学術研究院社会科学系教授）
長野県松本市
むか～はじめての消費者教育～ 門とする長瀬が、消費者問題の社会的背景・現状と対応諸制度
田村 徳至（学術研究院総合人間科学系講師）
を解説します。それを受けて、具体的な教育活動について、経済
（B）
教育を専門とする田村が、シミュレーションゲームなどの体験活
動を通して、指導方法・教材開発について提案します。

6時間 平成30年11月23日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

50人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044504097号

0263-37-2428

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

信州大学

学習指導要領では、「新聞」を活用した授業づくりが提案されてい
ます。新聞のもつ役割や機能を信濃毎日新聞社の記者の体験談
や信濃毎日新聞社の見学等体験的な活動をとおして知るととも
【選択】たかが新聞されど新聞～
に、新聞を活用した授業実践を具体的に学ぶことをとおして、日 松本 康（学術研究院教育学系教授）
NIE入門～（C）
常の授業実践での新聞の活用の方法を探ります。教科や学校種
にとらわれず、ＮＩＥに興味のある先生、新聞を「ねた」に楽しい授
業を展開しようという意欲のある先生方を対象とします。

長野県長野市

6時間 平成30年11月24日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（国語・社会・地
理歴史・公民・総
合）

6,000円

50人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044504098号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成30年11月25日

幼稚園の教諭
教諭
（特別支援）、特
養護教諭 別支援学校の教
諭、養護教諭

6,000円

25人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044504099号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成30年11月25日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（国語・
書道）

6,000円

50人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044504100号

0263-37-2428

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

講習の概要

担当講師

講習の開催地

信州大学

本講習は、社会・公民に関する最新の研究成果、動向について
理解し、社会・公民と関わる諸領域の教科指導に活用できること
を目標にします。
【選択】｢戦争と平和｣から２０世紀
そのため、主な受講対象者は社会・公民に関する指導の充実を 駒村 哲（学術研究院教育学系准教授）
を学ぶ
図ろうとする教員、また関連領域の教科を担当する教員を中心に
想定しています。教科指導にとらわれず、国際政治に関心のある
教員の受入れも可能です。

長野県長野市

信州大学

本講習は、小中高校家庭科衣生活領域に関する指導内容の動
向等について理解し、家庭科の指導力を高めるとともに当該領域
と関わる諸領域の教科指導や学校行事等における児童生徒支
援にも活用できることを目標にします。主な受講対象者は、初級
福田 典子（学術研究院教育学系准教授）
【選択】家庭科衣生活の教材研究
レベルの学習者に対して、衣生活領域に関する指導の充実を図
ろうとする教員、また関連領域の教科を担当する教員を中心に想
定しています。また教科指導にとらわれず、衣類の手入れや縫製
に関心のある教員の受入れも可能です。

信州大学

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

信州大学

【選択】重複障害児の心理学

本講習は、（重度）重複障害児の心理特性及び援助課題につい
て、心理学・脳生理学的視点から理解を深めることを目的としま
す。重複障害・重度重複障害に関する講義、感覚・認知機能に関
する心理学実験、脳波等の生理心理学測定、ディスカッション等
宮地 弘一郎（学術研究院教育学系准教授）
を行います。
主な受講対象者は特別支援教育に関する指導の充実を図ろうと
する教員を中心に想定しています。また心理学実験や生理測定
に関心のある教員の受入れも可能です。

信州大学

【選択】新学習指導要領での国語
科学習教材の活用―「主体的・対
話的で深い学び」の実現のため
に―

本講習は、国語科に関する最新の研究成果、動向等について理
解し、新学習指導要領での学習内容や方法・評価などに関わる
諸領域の教科指導に活用できることを目標にします。そのため、
主な受講対象者は国語に関する指導の充実を図ろうとする教
西 一夫（学術研究院教育学系教授）
員、また関連領域の教科を担当する教員を中心に想定していま
す。また教科指導にとらわれず、国語教育に関心のある教員の
受入れも可能です。
講習は講義とワークショップからなります。

信州大学

身近な生き物に触れその不思議に感動したり、生物のような機械
を作ってみたいと思ったことのある人は少なくないと思います。近 森山
【選択】生物に学ぶものづくり～ダ
年、生物の構造や仕組みを探究して、それを人と環境に優しいも 小林
ンゴムシから最先端ロボットまで
のづくりに生かそうという研究が注目されています。本講習では、 山口
～
生物の機能を知り、その仕組みを工学的に解析し、ものづくりに 塚原
生かすための入門的な内容について分かりやすく解説します。

長野県上田市

6時間 平成30年12月1日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・技術・情
報・工業）

6,000円

50人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044504101号

0263-37-2428

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

信州大学

田村（教育学者 金融・消費者教育）が、学校における金融教
育、経済教育、消費者教育の現状と課題、金融・経済の理論的な
【選択】社会を生き抜く力を育てる 解説を行ったうえで、教育現場で役立つ効果的な教育方法（行動
～はじめての金融・経済教育～ 経済学の知見を活用）・教材開発を考察します。さらに、金融機 田村 徳至（学術研究院総合人間科学系講師） 長野県松本市
（B）
関の学校教育部門担当者をゲストティーチャーとしてお招きし、開
発された教材を活用してグループワークを行い、学校での金融教
育・経済教育・消費者教育の実施方法を学びます。

6時間 平成30年12月1日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

50人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044504102号

0263-37-2428

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

徹（学術研究院繊維学系准教授）
俊一（学術研究院繊維学系教授）
昌樹（学術研究院繊維学系教授）
淳（学術研究院繊維学系助教）
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
認定番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

静岡県浜松市

6時間 平成30年7月21日

教諭
栄養教諭

幼稚園・小・中・
高校教諭、栄養
教諭

6,000円

70人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505259号

054-238-3062

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

【選択】環境教育をどうすすめる
か

現在、環境問題は身近な地域においても、地球全体においても、
人類また生態系全体に深刻な影響を及ぼす大変重要な問題と
なっています。環境問題の基礎について十分に理解し、学校教
育の中で未来を担う子どもたちに、環境問題の現状と予測をいか
藤井 道彦（教育学領域教授）
にして伝え、また、単なる知識にとどまらずに環境を保全する行
動につなげていくか、食を中心とした、身近な地域と地球全体の
問題を取り上げ、学校における実践について、実習や発表も交え
て考えていきます。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月20日

教諭
栄養教諭

幼稚園・小・中・
高校教諭、栄養
教諭

6,000円

70人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505260号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】環境教育をどうすすめる
か

現在、環境問題は身近な地域においても、地球全体においても、
人類また生態系全体に深刻な影響を及ぼす大変重要な問題と
なっています。環境問題の基礎について十分に理解し、学校教
育の中で未来を担う子どもたちに、環境問題の現状と予測をいか
藤井 道彦（教育学領域教授）
にして伝え、また、単なる知識にとどまらずに環境を保全する行
動につなげていくか、食を中心とした、身近な地域と地球全体の
問題を取り上げ、学校における実践について、実習や発表も交え
て考えていきます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月21日

教諭
栄養教諭

幼稚園・小・中・
高校教諭、栄養
教諭

6,000円

70人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505261号

054-238-3062

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

静岡大学

公立小中学校に在籍する外国人児童生徒が年々微増するなか、
彼らを担当することに戸惑う教師は少なくはない。なぜならこれら
の児童生徒は教師が持つ教育観、平等観などにゆさぶりをかけ
るからだと考えられる。外国人児童生徒の教育の機会を保障す
【選択】在日外国人児童生徒の教
るために日本人児童生徒同様の扱いでいいのか、外国人児童生 ヤマモト ルシア エミコ（教育学領域准教授）
育問題
徒への特別扱いは公平性を損なう意味となるのか。これらの課
題を教育社会学の観点から取り上げる。更に外国人児童生徒の
進学・進路につながる学力問題に触れ家族・学校・地域の三者の
連携と取り組みについて解説する。

静岡県浜松市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小・中学校教諭
（特に外国人児童
生徒の担当教
員）

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505262号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】発達障害と情緒障害

発達障害(主に自閉スペクトラム症）および情緒障害(主に反応性
髙貝 就（浜松医科大学医学部児童青年期精
愛着障害）の子どもの支援に携わる教員が知識として備えておく
神医学講座特任教授、大阪大学大学院連合小 静岡県浜松市
ことが望ましい基本的な医学的知見について、児童精神科医の
児発達学研究科浜松校教授）
立場から解説を行い理解を深めてもらう。

6時間 平成30年7月21日

教諭
養護教諭
栄養教諭

養護教諭、幼稚
園・小中学校教
諭、栄養教諭

6,000円

75人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505263号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】発達障害と情緒障害

発達障害(主に自閉スペクトラム症）および情緒障害(主に反応性
髙貝 就（浜松医科大学医学部児童青年期精
愛着障害）の子どもの支援に携わる教員が知識として備えておく
神医学講座特任教授、大阪大学大学院連合小 静岡県浜松市
ことが望ましい基本的な医学的知見について、児童精神科医の
児発達学研究科浜松校教授）
立場から解説を行い理解を深めてもらう。

6時間 平成30年7月30日

教諭
養護教諭
栄養教諭

養護教諭、幼稚
園・小中学校教
諭、栄養教諭

6,000円

75人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505264号

054-238-3062

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

静岡大学

講習前半では、児童生徒を対象としたアンケート調査の疑似デー
タを用いて、アンケート調査の分析方法をワークショップ形式で学
ぶ。講習後半では、自校で実施したアンケート調査の結果を実際
【選択】学校におけるアンケート調 に分析し直す実習を行う。小・中学校を扱う事例のため、小・中学
村山 功（教育学領域教授）
査の実施と分析（実習あり）
校教諭を主な受講対象者とする。PCは会場のものを利用するた
め、受講者は自校で実施したアンケート調査のデータをUSBメモ
リで持参すること。MS-Excelで簡単なグラフが作成できることを
受講条件とする。

静岡県浜松市

6時間 平成30年7月22日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭、栄養
栄養教諭
教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505265号

054-238-3062

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

静岡大学

国語教育はもとよりあらゆる教科教育、さらには日常のコミュニ
ケーションの根底におかれるのが「読む力」です。その可能性を
最新の文学研究の知見を踏まえて再考することを目指します。小
説や映像などの実際の分析作業（個人・グループワーク）と講義
【選択】読むための理論と実践―
を通じて、読むための理論の習得と実践を試みます。教科書で読 渡邊 英理（人文社会科学領域准教授）
―国語と文学の間で
む小説に別様の角度から光をあてる、児童生徒と同年代を主人
公とする作品から「子ども」という領域を思考する、静岡地域の文
学から歴史や記憶の地層を読み解くなど、多様な読みを体験しう
る時間にしたいと思います。

静岡県浜松市

6時間 平成30年7月22日

教諭

国語教育に関わ
る小・中・高の教
諭、言語情報・言
語文化を読むこと
に興味・関心を持
つ教諭すべて

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505266号

054-238-3062

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

静岡大学

発達障がいに対する作業療法の実際について紹介する。特に作
業療法のひとつである感覚統合の視点から、支援を必要とする
子どもたちの理解を深める。さらに感覚統合的な考えを取り入れ
【選択】作業療法からみた発達障
伊藤 信寿（聖隷クリストファー大学リハビリテー
た幼稚園・学校における支援について、事例を通しながら紹介す
静岡県浜松市
がいの理解と支援について
ション学部准教授）
る。最後に参加者が実際に気になる児童生徒に対する支援つい
て、グループワークを通して考える。参加型の内容を積極的に取
り入れていく予定である。

6時間 平成30年7月22日

教諭
養護教諭

幼稚園教諭、小・
中学校教諭、養
護教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505267号

054-238-3062

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

静岡大学

学習指導要領が改訂され、これまで以上に学校教育において防
災の授業の必要性が高まります。静岡県では地震に対する防災
の取組は進んでいますが、水害に対する防災意識はこれから高 山本 隆太（非常勤講師）
【選択】小中学校における水害か
めていく必要があります。全国で水害が多発する中、静岡県も決 井川 利江子（静岡地方気象台土砂災害対策
ら命を守るための防災について
して他人事ではありません。水防災の講座、防災官庁の施設見 気象官）
学（サイポス）、水害ワークショップを通して、教員の水害に対する
意識を向上させ、教育現場へのフィードバックを目指します。

6時間 平成30年7月25日

教諭
養護教諭

小中学校教諭・
養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505268号

054-238-3062

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

静岡大学

静岡大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

【選択】環境教育をどうすすめる
か

現在、環境問題は身近な地域においても、地球全体においても、
人類また生態系全体に深刻な影響を及ぼす大変重要な問題と
なっています。環境問題の基礎について十分に理解し、学校教
育の中で未来を担う子どもたちに、環境問題の現状と予測をいか
藤井 道彦（教育学領域教授）
にして伝え、また、単なる知識にとどまらずに環境を保全する行
動につなげていくか、食を中心とした、身近な地域と地球全体の
問題を取り上げ、学校における実践について、実習や発表も交え
て考えていきます。

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

開設者名

静岡県静岡市
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電話番号
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】性教育とコミュニケーショ
ン

思春期の生徒に多い悩みである「性」と「人間関係」についての
理解を深める。
１．中学生・高校生の性的な成長・発達と問題について学ぶと共
に、元気な卵子と元気な精子を育むための性教育のあり方を討
論する。
２．学校が楽しいと感じられるかどうかは人との関係性で大きく左
右される。自分をコントロールし対象とより良いコミュニケーション
をとっていくためのスキルを講義・演習を通して学ぶ。

安田 孝子（浜松医科大学医学部看護学科臨
床看護学講座教授）
武田 江里子（浜松医科大学医学部看護学科
臨床看護学講座教授）
斉本 美津子（浜松医科大学医学部看護学科
臨床看護学講座助教）
木村 幸恵（浜松医科大学医学部看護学科臨
床看護学講座特任助教）

静岡県浜松市

6時間 平成30年7月31日

養護教諭

中学校及び高校
の養護教諭

6,000円

25人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505269号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】食に関する指導

本講習では、初めに食べ物と食べ方の両面から、健康維持に寄
与する望ましい食生活のあり方について考える。学生指導に活
かせるように、食べ物のおいしさに関わる物理的要因や化学的
要因、咀嚼の重要性などについて考察する。続いて、食事と発が
んの関わりについて学び、日常の食事摂取がいかに重要である
かを科学的に理解する。また、具体的に皮膚がんとビタミンDの
関係を例に講義行い、学生指導に活かせるようその理解を高め
る。

新井 映子（静岡県立大学食品栄養科学部栄
養生命科学科教授）
伊吹 裕子（静岡県立大学食品栄養科学部環
境生命科学科教授）

静岡県静岡市

6時間 平成30年7月31日

栄養教諭、養護
教諭
教諭、小学校教
養護教諭
諭・中学・高校の
栄養教諭
家庭科教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505270号

054-238-3062

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

静岡大学

新学習指導要領の目指す英語教育の５領域（「聞く」・「読む」・
「話す」（やり取り）・「話す」（発表）・「書く」）を支える語彙・表現・
文法について教育言語学及び第二言語習得理論という観点から
【選択】英語教師のための教育言
学び、学習者の直面する問題点や困難点を適切に理解し、その
語学
解決方法を授業指導の中で生かすことができるように知見を広
げ指導力を向上させる。「理論的に整理して思考できる言語指導
力」について再考する機会にしたい。

吉村 紀子（静岡県立大学言語コミュニケーショ
ン研究センター特任教授）
坪本 篤朗（静岡県立大学大学院国際関係学
静岡県静岡市
研究科特任教授）
武田 修一（静岡県立大学国際関係学部特任
教授）

6時間 平成30年7月31日

教諭

中・高校の英語
科教諭

6,000円

60人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505271号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】わかりやすい気象災害と
身の守り方

山本 隆太（非常勤講師）
高田 雅浩（静岡地方気象台防災管理官）
森野 克彦（静岡地方気象台調査官）
井川 利江子（静岡地方気象台土砂災害対策
気象官）

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505272号

054-238-3062

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

静岡大学

教育の目的である「人格の完成」に立ち返り、学校教育において
「社会に開かれた教育課程」を展開するにあたっては、社会のあ
らゆる教育資源や教育環境を見つめなおすことが重要と考えら
【選択】学校外の教育資源を考え
れます。学校以外の教育資源にはどのようなものがあるか、学校
松永 由弥子（静岡産業大学情報学部准教授） 静岡県藤枝市
る～地域や社会に開かれた学校
はそれらとどのように関わり、どのような教育環境を作り上げて
づくりとは～
いったらよいのかを検討します。講義内容はすべての校種に関
係があるので、受講対象者は、幼稚園教諭、小・中・高の教諭、
養護教諭及び栄養教諭です。

6時間 平成30年8月1日

幼稚園教諭、小・
教諭
中・高校の教諭、
養護教諭
養護教諭、栄養
栄養教諭
教諭

6,000円

72人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505273号

054-238-3062

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

静岡大学

バレーボールの基本技術を正しく理解し、身につけることによっ
て、その指導法を考察する。また、意外と知られていないポジショ
【選択】バレーボールの初心者指 ンに関するルールや、ローテーションなどを理解することにより、
塚本 博之（静岡産業大学情報学部准教授）
バレーボールの本質に迫っていく。さらに、初心者の集まる授業
導とフォーメーション
でも、そのレベルに応じて楽しくゲームが出来るような工夫など、
ディスカッションを交え考えていく。

静岡県藤枝市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小・中・高校の保
健体育教諭、部
活動顧問

6,000円

32人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505274号

054-238-3062

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

学習指導要領の改訂に伴い、小学校でプログラミング教育が始
まります。また、中学校技術・家庭科、高校情報科もプログラミン
グを重視した内容になります。そこで、先生方は直接プログラミン
髙橋 等（静岡産業大学情報学部教授）
グ教育を担当されなくても、ご自分のクラスの児童生徒が、どの
静岡県藤枝市
永田 奈央美（静岡産業大学情報学部准教授）
ような内容を学習するのかを知ることが大切です。この講習で
は、小学生向けの教材を体験しながら理解を深めますので、プロ
グラミング未経験者でも安心して受講できます。

6時間 平成30年8月3日

教諭

小・中・高校教諭

6,000円

60人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505275号

054-238-3062

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

静岡県藤枝市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭、中・
高校の美術科教
諭

6,000円

25人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505276号

054-238-3062

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

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中・高の数学教
諭・小学校で数学
（算数）に関心の
ある教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505277号

054-238-3062

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

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505278号

054-238-3062

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

静岡大学

静岡県における雨の降り方の特徴などの気象の特性を理解し、
授業や登下校時における児童・生徒の安全を確保する判断に必
要不可欠な台風情報・天気予報・暴風警報・大雨警報などの内
容について学習し、情報の正しい理解と使い方を学びます。ま
た、気象台見学や、大雨の際に天気予報や防災気象情報を役立
てながら気象災害から身を守るための方法をグループワークで
考えるワークショップを行います。

静岡大学

【選択】初めてのプログラミング

静岡大学

「みる」ことに焦点をあてながら、手作業で産出された造形素材を
構成要素として、ひとつのデザイン作品（ポスター）を制作します。
素材作成からデータ化、グラフィックソフトによる画像編集、レイア
【選択】コンピュータを使用したグ
ウトまで一連のグラフィックデザインの工程を体験しながら、作品 小林 克司（静岡産業大学情報学部准教授）
ラフィックデザインの技法
完成を目指します。前半は形の産出、後半はコンピュータでの作
業が中心となります。全般的に作業が伴いますので、少人数での
開講を予定しています。

静岡大学

【選択】日常生活の中の確率

私たちは、普段いたるところで、「確率」という概念に出会う。例え
ば、天気予報で耳にする「明日の降水確率は○○％です。」とい
う情報から、不確定な将来を予測して、「雨が降る」と判断すれ
ば、傘を持って行く。本講習では、確率に関する基本的な知識を 畑 宏明（教育学領域准教授）
学んで、確率的な考え方１つ１つが様々な方面につながっている
こと、更に身近なところから、数学的思考力を高めることができる
ことを実感して頂くことを目標とする。

静岡大学

【選択】理科で知っておきたい基
本の生物

学校教育で理科を教える上で、生物分野で知っておきたい専門
的な内容の中から、生態学と保全生物学のそれぞれの視点から
みた基本的な事柄を選んで解説する。生態学の視点では、生態 小南 陽亮（教育学領域教授）
学における進化の解釈と生物間の相互作用のメカニズムについ 加藤 英明（教育学領域講師）
て紹介する。保全生物学の視点では、身近に潜む外来種の現状
と対策、種類の見分け方や適切な取り扱い等を紹介する。
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静岡大学

【選択】理科で知っておきたい基
本の生物

学校教育で理科を教える上で、生物分野で知っておきたい専門
的な内容の中から、生態学と保全生物学のそれぞれの視点から
みた基本的な事柄を選んで解説する。生態学の視点では、生態 小南 陽亮（教育学領域教授）
学における進化の解釈と生物間の相互作用のメカニズムについ 加藤 英明（教育学領域講師）
て紹介する。保全生物学の視点では、身近に潜む外来種の現状
と対策、種類の見分け方や適切な取り扱い等を紹介する。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月27日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505279号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】音楽づくり

音楽の授業で敬遠されがちな「音楽づくり」について、具体的な提
案をおこないます。３音による即興演奏から５音音階による即興
演奏を経て和声進行に合うメロディ創作へと段階的に進めます。 長谷川 慶岳（教育学領域准教授）
併せて①和声法、②コードネーム、③非和声音、④メロディと和声
の関係、などについても理解を深めます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校の音楽
科教諭

6,000円

30人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505280号

054-238-3062

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

静岡大学

講義前半は、技術の定義から始まり、科学と技術の違いや技術
の基本となる概念について解説した後、技術教育の特徴である
設計を充実させて技術科の授業についてみなさんと考えたいと
紅林 秀治（教育学領域教授）
【選択】設計と情報通信から技術
思います。講義後半は、現在の社会情勢を踏まえた技術の在り
室伏 春樹（教育学領域講師）
科の授業を考える
方や情報通信ネットワークに関する指導の必要性を解説した後、
コンピュータを利用した演習を行うことで、今後の技術科の授業
についてみなさんと考えを深めていきたいと思います。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭（技術・
家庭科）・高校教
諭（工業、情報）

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505281号

054-238-3062

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

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術科教諭、特
別支援学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505282号

054-238-3062

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

既存のデザインの考え方からその面白さや魅力に焦点をあて、
それらをどのように授業に組み込んだらよいのかについて考えて
いきたいと思います。デザインの重要なポイントは、①日常生活
の中に潜む見えていなかった問題や価値を発見すること、そして 川原﨑 知洋（教育学領域准教授）
②その問題や価値について創造的な解決ができるよう企てること
であると考えます。このような力を是非多くの児童・生徒に身に付
けてもらいたいと思います。

静岡大学

【選択】図工・美術科でデザイン
の楽しさを伝えよう

静岡大学

食物アレルギーの基礎的知識を習得し、園での活動や保護者へ
の支援に関する実践力の向上を図ることを目的としています。本
講習では、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライ
【選択】食物アレルギーの理解と ン」や「学校給食における食物アレルギー対応指針（平成27年3
矢野 潔子（教育学領域准教授）
月）」、「食物アレルギー診療ガイドライン 2016」などに触れながら
対応
食物アレルギーについて解説するとともに、演習（グループワー
ク）をとおして、緊急時の対応や連携、支援の必要性について考
えていきます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園教諭（保
育教諭を含む）

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505283号

054-238-3062

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

静岡大学

食物アレルギーの基礎的知識を習得し、園での活動や保護者へ
の支援に関する実践力の向上を図ることを目的としています。本
講習では、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライ
【選択】食物アレルギーの理解と ン」や「学校給食における食物アレルギー対応指針（平成27年3
矢野 潔子（教育学領域准教授）
月）」、「食物アレルギー診療ガイドライン 2016」などに触れながら
対応
食物アレルギーについて解説するとともに、演習（グループワー
ク）をとおして、緊急時の対応や連携、支援の必要性について考
えていきます。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月20日

教諭

幼稚園教諭（保
育教諭を含む）

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505284号

054-238-3062

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

静岡大学

学校における法教育がいかにあるべきか。本講習では裁判員裁
判を素材として、この問いについて参加者の皆さんと考えます。
具体的には、(1)裁判員制度と刑事裁判について導入的な説明を
【選択】裁判員裁判を通して法教 行ったあと、(2)裁判員裁判の①事実認定と②量刑判断それぞれ
横濱 竜也（人文社会科学領域教授）
育を考える
が、上級の裁判所で覆された事例をとりあげて、皆さんと議論し
（参加者の方々と模擬裁判的なワークを行うことも考えていま
す）、(3)その結果を踏まえて、学校における法教育がいかにある
べきか、意見を交換します。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の法教
育に関心のある
教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505285号

054-238-3062

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

静岡大学

化学の主要４分野である有機化学、無機化学、物理化学、生化
学について基礎から最新トピックスまでを解説する。この講習を
通じて有機化合物の構造と反応，無機化合物の構造と機能，化
【選択】新しい化学の世界をひらく 学結合の成り立ちや物質がもつ多様な性質の起源，分子をプ
ローブとして生体高分子の機能を解明する手法などの基礎につ
いて理解することを目指す。また，中学，高校で学ぶ化学の範囲
において，その発展と社会情勢との関連についても紹介する。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学・高校の理
科教員

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505286号

054-238-3062

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

静岡大学

英語によるコミュニケーション能力の育成が叫ばれて久しいが、
その基本となるべき音声言語としての英語の諸側面に関する体
系的指導は中学・高校段階でほとんどなされていない。また、こ
【選択】教師のための英語音声学 の方面での教師の側の技量も充分とは言い難い。このような実 服部 義弘（大阪学院大学外国語学部教授）
情を考慮して、英語教師として是非とも知っておくべき音声学の
基本事項を講義するとともに、生徒にとってのよきモデルとなりう
るような発音を身につけられるよう、各種の音声訓練を行う。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学・高校の英
語教諭(小学校で
の英語担当者も
含む）

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505287号

054-238-3062

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

静岡大学

平成28年12月21日の中央教育審議会の答申では、小学校での
プログラミング教育について触れている。本講習では、プログラミ
湯瀬 裕昭（静岡県立大学経営情報学部教授）
【選択】初学者向けのプログラミン ングの初学者に対するプログラミング教育の手法を紹介し、受講
大久保 誠也（静岡県立大学経営情報学部助 静岡県静岡市
グ教育
生がプログラミング実習を通して、それらの手法を経験することに
教）
より、初学者向けプログラミング教育への理解を深める。主な受
講対象者は小学校教諭とするが、中学・高校教諭も受講可能。

6時間 平成30年8月7日

教諭

小・中・高の教諭

6,000円

20人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505288号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】音楽の授業におけるパ
フォーマンス評価

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校の音楽
科教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505289号

054-238-3062

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

加藤
坂本
松本
大吉

知香（理学領域准教授）
健吉（理学領域教授）
剛昭（理学領域准教授）
崇文（理学領域准教授）

学校教育の分野で近年導入が試みられているパフォーマンス評
価の知見を援用しながら、音楽の授業におけるパフォーマンス課
題とその評価方法について講義します。鑑賞教材を取り上げな 服部 慶子（教育学領域助教）
がら実際にルーブリックを作成し、評価を試みるところまで行いま
す。

静岡県静岡市
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園、小学校、
中学校、特別支
援学校教諭

6,000円

80人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505290号

054-238-3062

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

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学校の美術科教
諭

6,000円

30人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505291号

054-238-3062

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

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小中高及び特別
支援学校で英語
教育に携わる者

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505292号

054-238-3062

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

静岡大学

本講習では、18歳選挙権が始まったことを踏まえ、日本の若者の
政治意識や、日本や世界の主権者教育など、主権者教育に関す
る基本的事項を取りあげる。授業では、すぐに活用できる主権者
【選択】18歳選挙権と主権者教育 教育について、新聞社によるNIEの手法（新聞を活用した学習法） 井柳 美紀（人文社会科学領域教授）
を用いたワークショップも開催する。主に高等学校の主権者教育
を念頭におくが、主権者教育に関心のある小中学校教諭の受講
も歓迎である。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月7日

教諭

高等学校教諭・
主権者教育に関
心のある小中学
校教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505293号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】教育を経済学で考える

我々の日常生活において身近でかつ重要な位置付けである教
育について、ごく基本的な経済学の概念を用いてアプローチす
る。教育には「誰もが口を挟める」という大きな特徴がある。その
ため、教育に関する意見の中には、人々の様々な“思い入れ”が 村田 慶（人文社会科学領域准教授）
含まれているものである。本講義では、教育について、受講者が
なるべく統一的な観点から捉えることができるようになることを目
指す。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505294号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】有限グラフから拡がる数
学の世界

有限グラフの話題からはじめ、そこから拡がる現代数学の世界に
ついてお話しします。前半は、鈴木が一筆書き可能性や平面グラ
鈴木 信行（理学領域教授）
フ・多面体のオイラー公式について解説します。後半は、木村が
木村 杏子（理学領域講師）
多面体のオイラー公式から出発して、トポロジーの入門的内容を
解説します。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中・高の数学教
諭、小学校で数
学（算数）に関心
のある教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505295号

054-238-3062

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

静岡大学

果物や野菜は軟弱で傷みやすく、腐らせて廃棄されてしまう割合
が高い。さらに品質低下も早く、鮮度や栄養成分の低下といった
質的な損失も大きい。収穫から消費までの間の腐敗や品質低下
【選択】青果物の鮮度保持技術- が顕著なこれら農産物の量的、質的損失を抑える技術は、品種
山脇 和樹（農学領域准教授）
改良や栽培技術とともに重要である。本講義において生きている
--果物、野菜の扱い方--食品としての果物や野菜の特性を理解し、これに基づいた鮮度
保持技術等を知ることで、自らの食生活や食育の指導にも生かさ
れることが期待される。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月7日

小・中・高校教
教諭
養護教諭 諭、養護教諭、栄
養教諭
栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505296号

054-238-3062

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

【選択】子どもの心理

近年、教育・保育の領域では、子どもの発達、心の問題について
注目が集まっている。その背景には、社会環境・生活環境など、
子どもを取り巻く環境の大きな変化があり、それに伴う子どもの
小池 はるか（東海大学短期大学部児童教育学
変化・問題についての知見を得たいと望む教育・保育者が多いた
静岡県静岡市
科准教授）
めかもしれない。本講習では、心理学からの知見を中心として、
子どもと保護者の気持ちをくみとり、共感的に向かい合う力を高
めることを目的とする。

6時間 平成30年8月7日

幼稚園教
諭、栄養
教諭

幼稚園教諭，小
学校教諭，栄養
教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505297号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】子どもの心理

近年、教育・保育の領域では、子どもの発達、心の問題について
注目が集まっている。その背景には、社会環境・生活環境など、
子どもを取り巻く環境の大きな変化があり、それに伴う子どもの
小池 はるか（東海大学短期大学部児童教育学
変化・問題についての知見を得たいと望む教育・保育者が多いた
静岡県静岡市
科准教授）
めかもしれない。本講習では、心理学からの知見を中心として、
子どもと保護者の気持ちをくみとり、共感的に向かい合う力を高
めることを目的とする。

6時間 平成30年10月21日

幼稚園教
諭、栄養
教諭

幼稚園教諭，小
学校教諭，栄養
教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505298号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】くずし字で読む俳句・和
歌・地域伝承

本講習は国語科の教材開発の可能性を探り、それを教えるにあ
たって必要な知識・技能の習得を目的とします。東海道の各名所
の歴史・伝承を示すとともに、その地の絵と俳句(発句)・和歌を載
せる、江戸時代のガイドブックともいえる『東海道名所図会』を読 高野 奈未（教育学領域准教授）
むことを通じて、（１）くずし字を読めるようになり、（２）俳句（発
句）・和歌の読解・鑑賞の方法を学び、（３）地域伝承の具体を知
ることを目指します。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭・中
学校高校国語科
教諭

6,000円

60人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505299号

054-238-3062

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

静岡大学

テーマ（１）持続可能な環境社会（Construction of Sustainable
Society）構築のための木材の役割（国産材の利用が環境にやさ
しい理由）について学習します。また、木材の優れた材料特性を
生かした高度加工技術紹介及び体験制作します。
鄭 基浩（教育学領域准教授）
【選択】木材加工および電気実験
テーマ（2）発光ダイオードの発光原理と使用方法について学習し 改正 清広（教育学領域准教授）
ます。回折格子と厚紙でできる簡易分光器の製作やブレッドボー
ドとフルカラーLEDを用いた電気回路の製作を通じて光を使った
電気回路の知識と技術を習得します。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小・中学校の技
術家庭科教諭,
高校の情報教諭

6,000円

15人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505300号

054-238-3062

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

講習の概要

担当講師

講習の開催地

静岡大学

受講者が動くおもちゃのものづくり・あそび・まなびの教材を体験
しながら、子どもたちの意味世界にどのような刺激を与え、子ども
【選択】子どもたちの意味世界に
たちの想像・感情・知識がいかに絡み合い発達を促すか、講師と
刺激を与え想像・感情・知識が絡
ともに探究する。講師がこれまでの科学研究費・助成金による研 松永 泰弘（教育学領域教授）
み合い発達を促す動くおもちゃも
究の成果を提示しながら、今後の研究の方向について受講生と
のづくり
ともに探究し、今後の講師と受講生の共同研究につながることを
希望する。

静岡県静岡市

静岡大学

本講習では、講義や演習等を通して、図画工作科の目標や指導
内容及び方法について理解を深め、表現と鑑賞の題材開発及び
【選択】図画工作科における表現 研究の可能性について考えます。講義や演習を通して、,鑑賞の
髙橋 智子（教育学領域准教授）
意義や魅力、その方法等について理解を深めたり、表現の意義
及び鑑賞の題材開発
や魅力、材料・用具の特性について理解を深めたりして、題材の
可能性を探ります。

静岡大学

【選択】英語教育の不易と流行

静岡大学

英語教育の「不易」として、フォニックス、接辞・語根に着目した語
彙指導、聴解に生かす初級英語音声学等を学ぶ。「流行」として
は、主として、小学校中学年で外国語活動、高学年で英語が教 矢野 淳（教育学領域教授）
科化されることで、変わるべき上級学校の英語教育について考え
る。
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電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

乳幼児期の発達や保育を取り巻く今日的課題を踏まえた上で、
人間と音楽のかかわりの原点である乳幼児期の音・音楽とのか
かわりについて多角的に考える。主なトピックとしては①乳幼児
期の聴覚特性と保育における音環境、②乳幼児期における「音
石川 眞佐江（教育学領域准教授）
の出るモノ」とのかかわり、③コミュニケーションの原点としての声
の表現、などを予定している。また、実践事例の検討やグループ
活動等を通して保育及び子育て支援等の場における音楽活動の
展開や援助の在り方について考えを深める。

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505301号

054-238-3062

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

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月8日

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月8日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭
養護教諭

6,000円

65人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505302号

054-238-3062

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

【選択】教師の表現力を高める

AI時代への対応として表現力は「ヒト」で有る為に鍛えていかなく
てはならない重要な資質・能力です。その意味でも教師自身の表
現力を高めることが求められます。本講習は教師のスピーチ向上
を目的とします。具体的には、スピーチ論について講義した後、 山口 久芳（大学院教育学研究科特任教授）
受講生にスピーチ文を作成してもらいグループで発表、評価を行
います。2学期以降のスピーチが楽しくも刺激的な、劇的に変わ
る、そのような講習を実施したいと思います。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505303号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】教師の表現力を高める

AI時代への対応として表現力は「ヒト」で有る為に鍛えていかなく
てはならない重要な資質・能力です。その意味でも教師自身の表
現力を高めることが求められます。本講習は教師のスピーチ向上
を目的とします。具体的には、スピーチ論について講義した後、 山口 久芳（大学院教育学研究科特任教授）
受講生にスピーチ文を作成してもらいグループで発表、評価を行
います。2学期以降のスピーチが楽しくも刺激的な、劇的に変わ
る、そのような講習を実施したいと思います。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505304号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】歴史教育におけるデジタ
ル図像資料の活用と他者理解

歴史教育における教材化を念頭に入れて中世ヨーロッパの図像
資料を、探し方も含めて紹介する（日本やアジアの資料について
も多少触れる予定）。資料は教室で誰でもアクセスできるデジタ 藤井 真生（人文社会科学領域教授）
ル化されたものを取上げる。また、これらの図像資料は現代日本
とは異なる文化を理解するための素材ともなる（他者理解）。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月8日

教諭

高等学校社会科
教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505305号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】歴史教育におけるデジタ
ル図像資料の活用と他者理解

歴史教育における教材化を念頭に入れて中世ヨーロッパの図像
資料を、探し方も含めて紹介する（日本やアジアの資料について
も多少触れる予定）。資料は教室で誰でもアクセスできるデジタ 藤井 真生（人文社会科学領域教授）
ル化されたものを取上げる。また、これらの図像資料は現代日本
とは異なる文化を理解するための素材ともなる（他者理解）。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月22日

教諭

高等学校社会科
教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505306号

054-238-3062

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

静岡大学

前半の3時間では，ミクロな物質世界の構成要素とそれらの間に
働く力について講義する．これら目に見えないものを観測する装
置についても紹介し，2015年のトピックスであるニュートリノ振動
【選択】物理の世界－素粒子から や，113番目の元素合成についても紹介する．後半の3時間で
嘉規 香織（理学領域准教授）
宇宙まで－
は，宇宙を支配する重力について，ニュートンの万有引力の法則
をもとに理解を深める．具体的には，身近な地上の重力の下での
質点の運動，惑星や彗星の運動を取り上げ，軌道等を数式処理
ソフトMathematicaを用いて可視化する演習を行う．

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505307号

054-238-3062

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

【選択】木材利用と地球環境 −
木材接着が果たす役割−

近年、地球環境保全や資源の有効・リサイクル利用が叫ばれて
います。樹木は二酸化炭素を固定しますが、住宅解体材をチップ
とし接着剤で成形して再利用すれば、より長い間二酸化炭素の
固定ができます。資源の有効利用、リサイクル利用をする場合に
接着技術は大変重要です。このような木材利用と地球環境の
山田 雅章（農学領域教授）
話、またそこに木材接着技術が大きく関わっていることなどを中
心に、接着の基礎的な話から、室内空気質や最新の接着技術ま
で、広く話題提供したいと思います。また、木材接着を体験して貰
うために合板の作製を行いたいと思います。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中・高校の理科・
技術科・工業科
教諭

6,000円

30人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505308号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】算数・数学科教育法

昨今の算数・数学科教育の現状と課題を、その目的・内容・方
法・評価の観点から検討する。それらの結果を踏まえて、「学習
の過程の改善」が重要であるとの立場から、算数・数学科の授業
國宗 進（非常勤講師）
改善の方向性を学習者の主体的・探究的な学習の実現に求め
て、授業事例の分析や問題解決を通して、授業構想の着眼点を
具体的に考える。特に図形指導、関数指導を中心に議論したい。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校数学科教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505309号

054-238-3062

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

静岡大学

体育科・保健体育科の授業を構成する条件や学習指導に関わる
要素を理解することから、自分の授業実践を振り返っていきま
す。講義の後、体育館で実技を通した講習を行います。体つくり
【選択】体育科・保健体育科の授
運動における体ほぐしの運動を取り扱い、手軽な運動を行うこと 野津 一浩（教育学領域准教授）
業づくりの考え方
を通してねらいへのせまり方を考えます。また、その他の種目を
取り扱い、運動の取り扱いや授業の仕組み方について考えてい
きます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校教諭、中
学校保健体育科
教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505310号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】乳幼児期の発達と音楽

静岡大学

本講習では、発達障害のある子どもたちの障害特性や発達過
程、支援方法について学びます。その上で、発達障害のある子ど
もの模擬事例を用い、グループに分かれての事例検討を行いま
【選択】特別支援教育：発達障害
す。また、特別支援教育や発達障害に関する最新の情報や行政 大塚 玲（教育学領域教授）
児の理解と教育的支援
の動向についても紹介します。主な受講対象者は、小・中学校の
教諭としますが、幼稚園や高等学校、特別支援学校の教諭も受
講可能です。

静岡大学

静岡大学
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時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校、中学校、
高等学校の家庭
科教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505311号

054-238-3062

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

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月9日

養護教諭

小・中・高等学
校・特別支援学
校養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505312号

054-238-3062

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

静岡大学

学校では様々なテストやアンケート調査を行っているが、必ずしも
有効に活用されていない。講習前半では、児童生徒を対象とした
アンケート調査の疑似データを用いて、アンケート調査の分析方
【選択】学校におけるアンケート調 法をワークショップ形式で学ぶ。講習後半では、全国学力・学習
村山 功（教育学領域教授）
状況調査のデータを用いて、全国平均や県平均と比較を含めた
査の実施と分析（実習なし）
データ分析の方法を学ぶ。小・中学校を扱う事例のため、小・中
学校教諭を主な受講対象者とする。なお、受講者は自校で実施し
たアンケート調査とその結果のまとめを持参すること。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月9日

小・中学校教諭、
教諭
養護教諭 養護教諭、栄養
教諭
栄養教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505313号

054-238-3062

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

静岡大学

Eメールやラインによるやり取りが主流となっている現代情報化社
会において、国語教育に期待される「読む」「書く」「話す」「聞く」
の言語活動のうち、自分の思いを直接言葉にして伝え、相手の
【選択】国語のアクティブラーニン 気持ちをきちんと受け取る音声言語トレーニングは、きわめて重
勝山 幸人（人文社会科学領域教授）
要な課題と言える。そうした理念に立って、本講義では、生徒自ら
グと音声言語トレーニング
が課題を見つけ、協働して課題解決を図る、学びあう・教えあうア
クティブ・ラーニングに対応したこれからの国語教育、なかんずく
音声教育の在り方について相互に考えを深めていきたい。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校教諭・中
学校・高等学校
国語科教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505314号

054-238-3062

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

静岡大学

Eメールやラインによるやり取りが主流となっている現代情報化社
会において、国語教育に期待される「読む」「書く」「話す」「聞く」
の言語活動のうち、自分の思いを直接言葉にして伝え、相手の
【選択】国語のアクティブラーニン 気持ちをきちんと受け取る音声言語トレーニングは、きわめて重
勝山 幸人（人文社会科学領域教授）
要な課題と言える。そうした理念に立って、本講義では、生徒自ら
グと音声言語トレーニング
が課題を見つけ、協働して課題解決を図る、学びあう・教えあうア
クティブ・ラーニングに対応したこれからの国語教育、なかんずく
音声教育の在り方について相互に考えを深めていきたい。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月18日

教諭

小学校教諭・中
学校・高等学校
国語科教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505315号

054-238-3062

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

静岡大学

Eメールやラインによるやり取りが主流となっている現代情報化社
会において、国語教育に期待される「読む」「書く」「話す」「聞く」
の言語活動のうち、自分の思いを直接言葉にして伝え、相手の
【選択】国語のアクティブラーニン 気持ちをきちんと受け取る音声言語トレーニングは、きわめて重
勝山 幸人（人文社会科学領域教授）
グと音声言語トレーニング
要な課題と言える。そうした理念に立って、本講義では、生徒自ら
が課題を見つけ、協働して課題解決を図る、学びあう・教えあうア
クティブ・ラーニングに対応したこれからの国語教育、なかんずく
音声教育の在り方について相互に考えを深めていきたい。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校教諭・中
学校・高等学校
国語科教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505316号

054-238-3062

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

静岡大学

私法分野、とりわけ財産法の分野に関しては、日々の生活にお
ける個人の取引から大規模な企業経営に至るまで、市民社会の
根幹を規律するものであり、私人間の紛争を解決するうえでも、
【選択】法教育の実践－学校にお
本来、学校教育のなかで重要な地位を占めていなくてはならな
ける消費者法教育の充実に向け
小林 道生（人文社会科学領域教授）
い。本講習では、私法・財産法分野のうち消費者法の領域を具体
て
的に取り上げ、法務省の法教育に関わる研究会で検討されてき
た教材等を参考に、これからの私法教育のあり方について考え
ていくことにしたい。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中学校、高等学
校の教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505317号

054-238-3062

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

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中・高校の理科・
技術科・工業科
教諭

6,000円

60人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505318号

054-238-3062

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

講習の概要

担当講師

講習の開催地

静岡大学

【選択】家庭科、住生活の学習・
指導

次期学習指導要領における、小、中、高等学校の家庭科、住生
活の授業を、「主体的・対話的で深い学び」にするために、協調学
習の一つである知識構成型ジグソー法を用いた実践について、
幾つか紹介する。その中で、一つの実践を取り上げ、自ら体験す 小川 裕子（教育学領域教授）
ることを通して、住生活の学習における「本質的な問い」、エキス
パート課題の設定や資料の作成、評価方法について、具体的に
考え、理解を深める。

静岡県静岡市

静岡大学

養護教諭誕生の秘話、歴史や当時の役割、職務内容を理解した
上で、現在の養護教諭の役割、職務内容を考える。また、日常執
務の中から保健室が捉える子ども達の現代的な心身の健康課題
【選択】養護教諭誕生の歴史を捉
に対する養護教諭の対応について、様々なケースを基に分析し、 鎌塚 優子（教育学領域教授）
え「養護」の本質に迫る
「養護」の本質に迫る。さらに、学校種別の養護活動の相違点や
共通点、他領域他職種の「養護」の概念の捉え方を学習すること
によって養護教諭の専門性、独自性を追求する。

鎮痛剤から殺菌剤，殺虫剤，除草剤…生物種を問わず，また天
然でも人工でも，薬（化合物）が効くメカニズムには共通点が多く
ある。本講習では，具体例を挙げながら，薬が効くメカニズムや
副作用の原因について化学の視点から解説するとともに，これら 轟 泰司（農学領域教授）
の知見が，休眠や発芽，花成，環境ストレス応答など植物生理の
制御を可能にする薬剤の開発にどのように活かされているのか
について紹介する。

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

静岡大学

【選択】薬はなぜ効くのか？

静岡大学

子どもの生活における諸問題とその背後にある家族・家庭の実
態や変容に着目し、家族関係学及び保育学の理論、到達点を紹
介します。「子育て」や「子育ち」をめぐる現代的課題を取り上げな
【選択】家族・家庭と子どもの成長 がら、「家族」や「保育」にかかわる家庭科教育の授業を構想する 冬木 春子（教育学領域教授）
ための授業力向上を目指します。主な受講対象者は、中学校及
び高等学校の家庭科教諭としますが、小学校および幼稚園教諭
も可とします。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月10日

教諭

中学・高校の家
庭科教諭とする
が、小学校および
幼稚園教諭も可

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505319号

054-238-3062

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

静岡大学

具体的な事例を通して、情報モラル教育についての理解を深め、
情報モラル教育に関する授業づくりの力量を形成することを目指
【選択】情報モラル教育－子ども
す。特に、インターネットや携帯電話、テレビゲーム、個人情報、
とメディアの現状とその指導方法
塩田 真吾（教育学領域准教授）
情報セキュリティなどを取りあげる。小・中学校における事例を多
－
く扱うため、主な受講対象者は小・中学校教諭とするが、高校教
諭も受講可能である。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505320号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料

6時間 平成30年8月20日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505321号

054-238-3062

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

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月28日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505322号

054-238-3062

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

藤井 基貴（教育学領域准教授）

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭

小学校、中学校
教諭、養護教諭

6,000円

39人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505323号

054-238-3062

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

藤井 基貴（教育学領域准教授）

静岡県三島市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭

小学校、中学校
教諭、養護教諭

6,000円

39人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505324号

054-238-3062

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

ＥＳＤとは「持続可能な開発のための教育」と訳され、「持続可能
な社会づくりの担い手を育む教育」（文部科学省）と言われている
が、2016年12月中教審答申は「次期学習指導要領改訂の全体
梅澤 収（教育学領域教授）
において基盤となる理念であると言える」（240頁）と指摘してい
る。本講座では、次期学習指導要領の考え方を概説しながら、教
員はＥＳＤ実践をどのように行っていくのかについてみなさんとと
もに検討します。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月10日

教諭（幼稚園を含
教諭
養護教諭 む）、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

60人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505325号

054-238-3062

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

【選択】教員のためのＥＳＤ実践
講座

ＥＳＤとは「持続可能な開発のための教育」と訳され、「持続可能
な社会づくりの担い手を育む教育」（文部科学省）と言われている
が、2016年12月中教審答申は「次期学習指導要領改訂の全体
梅澤 収（教育学領域教授）
において基盤となる理念であると言える」（240頁）と指摘してい
る。本講座では、次期学習指導要領の考え方を概説しながら、教
員はＥＳＤ実践をどのように行っていくのかについてみなさんとと
もに検討します。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月18日

教諭（幼稚園を含
教諭
養護教諭 む）、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

60人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505326号

054-238-3062

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

【選択】比較文学の視点

国文学（国語）という名称は存在するが、文学や言語は決して国
単位で孤立して存在しているわけではない。また個々の芸術もそ
の境界を超えて異なるジャンルの芸術と相互に影響を与えあって
田村 充正（人文社会科学領域教授）
いる。講習では比較文学の概念を簡潔に提示したのち、（１）日本
文学の海外受容における歴史と問題点、（２）芸術間翻訳として
の小説と映画の諸問題を論じる。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月10日

教諭

高等学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505327号

054-238-3062

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

【選択】風景としての自然と人間

自然と人間の関係、風景としての自然と人間について講義すると
ともに、大学キャンパスの自然・風景の探索を行うことなどを通し
て、自然の見方、自然との接し方、学び方・教え方について、とも
藤本 征司（非常勤講師）
に考えていくことを講習内容とする。また、以上を通して、どうして
も自然に興味が持てないでいる生徒・子供たちとどう接していけ
ばよいかについても考えていく。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小・中・高等学校
教諭・幼稚園教
諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505328号

054-238-3062

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

【選択】子どもの言葉と表現

「幼稚園教育要領」の中で、領域「言葉」に関する内容では「自分
がしたり、見たり、聞いたり、考えたり、感じたりしたことを言葉に
して表現すること」「人の話を聞くこと」が重要視されています。ま
た、平成30年度から施行される新要領では「言葉に対する感覚を 桑原 公美子（東海大学短期大学部児童教育
豊かにすること」も新たにねらいとして示されました。本講習で
学科教授）
は、「生きる力」としての子どもの言語表現の意味について考えを
深めるとともに、児童文化財における「お話」をとおして、言葉に
対する感覚の豊かさについて実践的に学びます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505329号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】子どもの言葉と表現

「幼稚園教育要領」の中で、領域「言葉」に関する内容では「自分
がしたり、見たり、聞いたり、考えたり、感じたりしたことを言葉に
して表現すること」「人の話を聞くこと」が重要視されています。ま
た、平成30年度から施行される新要領では「言葉に対する感覚を 桑原 公美子（東海大学短期大学部児童教育
豊かにすること」も新たにねらいとして示されました。本講習で
学科教授）
は、「生きる力」としての子どもの言語表現の意味について考えを
深めるとともに、児童文化財における「お話」をとおして、言葉に
対する感覚の豊かさについて実践的に学びます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月27日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505330号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】運動とストレス対処

運動のストレス解消効果は昔からよく言われていることですが、
その科学的根拠はあるのでしょうか。運動はストレスとそれによる
齋藤 剛（静岡福祉大学子ども学部子ども学科
健康への負の影響に対してどのような効果があるのか、最新の
静岡県静岡市
教授）
研究を交えて考えます。また、どのような運動がより効果的であ
るのかについても議論したいと思います。

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小学校・中学校・
高校教諭（保健
体育）、養護教
諭、栄養教諭

6,000円

60人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505331号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】漢字の魅力を探る

漢字について、その成り立ちや、表意性・豊かな造語力などの基
礎的な特性を学ぶとともに、現代日本語における漢字の意義や
特性などについて、その教材化を視野に入れつつ学んでいく。漢 江口 尚純（教育学領域教授）
字にまつわる多彩で興味深い話題を盛り込みながら、漢字の概
要とその魅力を探っていきたい。

6時間 平成30年8月16日

教諭

小・中の国語科
担当教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505332号

054-238-3062

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

講習の概要

担当講師

講習の開催地

静岡大学

具体的な事例を通して、情報モラル教育についての理解を深め、
情報モラル教育に関する授業づくりの力量を形成することを目指
【選択】情報モラル教育－子ども
す。特に、インターネットや携帯電話、テレビゲーム、個人情報、
塩田 真吾（教育学領域准教授）
とメディアの現状とその指導方法
情報セキュリティなどを取りあげる。小・中学校における事例を多
－
く扱うため、主な受講対象者は小・中学校教諭とするが、高校教
諭も受講可能である。

静岡県三島市

静岡大学

具体的な事例を通して、情報モラル教育についての理解を深め、
情報モラル教育に関する授業づくりの力量を形成することを目指
【選択】情報モラル教育－子ども
す。特に、インターネットや携帯電話、テレビゲーム、個人情報、
塩田 真吾（教育学領域准教授）
とメディアの現状とその指導方法
情報セキュリティなどを取りあげる。小・中学校における事例を多
－
く扱うため、主な受講対象者は小・中学校教諭とするが、高校教
諭も受講可能である。

静岡大学

【選択】道徳教育を創る

受講者が以下のような知識や能力を身につけることを目指しま
す。１）道徳教育の基礎理論および歴史について理解する。２）
「特別の教科 道徳」を組み立てる上で必要となる知識と教材開
発の方法を習得する。３）授業の根幹となる個々の「教育哲学」
（Teaching Philosophy）を明確なものとする。

静岡大学

【選択】道徳教育を創る

受講者が以下のような知識や能力を身につけることを目指しま
す。１）道徳教育の基礎理論および歴史について理解する。２）
「特別の教科 道徳」を組み立てる上で必要となる知識と教材開
発の方法を習得する。３）授業の根幹となる個々の「教育哲学」
（Teaching Philosophy）を明確なものとする。

静岡大学

【選択】教員のためのＥＳＤ実践
講座

静岡大学

静岡大学

静岡大学

静岡大学

静岡県静岡市
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電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

静岡大学

近年，法化社会の進展という現代社会の変容を受けて，法教育
が注目されつつあります。学習指導要領を踏まえ，公民的資質
の育成を目指す社会科では，どのように法教育に取り組むべき
【選択】社会科における法教育の か，理論と実践の両面から考察します。授業づくりに関する演習
磯山 恭子（教育学領域教授）
や，参加者同士のディスカッションを行う予定です。主な受講対象
授業づくり
者は小中学校教員、特別支援学校小中学部教員ですが、幼、高
の社会科・地理歴史科・公民科教員、特別支援学校の高等部教
員も受講可能とします。

静岡大学

【選択】幼稚園・小学校における
ESD

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月16日

教諭

小中学校教員、
特別支援学校小
中学部教員

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505333号

054-238-3062

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

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月16日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

25人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505334号

054-238-3062

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

優子（教育学領域教授）
毅（教育学領域教授）

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月16日

全教員

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505335号

054-238-3062

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

優子（教育学領域教授）
毅（教育学領域教授）

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月18日

全教員

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505336号

054-238-3062

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

静岡大学

近年、児童・生徒を取り巻くスポーツ環境においては、様々な問
題が生じている。例えば、部活動問題やスポーツ活動への二極
化等である。本講習では、「豊かなスポーツ生活をトータルデザイ
【選択】児童・生徒の豊かなス
ポーツ生活をトータルデザインす ンする」と題して、そもそも、子どもたちにとっての豊かなスポーツ 村田 真一（教育学領域講師）
生活とは何かについて、思考・議論を促したいと思う。そして、そ
る
れを総合的にデザインするといった“経営学的展開”について、共
通理解を図るものとします。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月16日

教諭

小・中学校教諭、
高等学校教諭

6,000円

60人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505337号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】特別支援教育：ユニバー
サルデザインの考え方を生かし
た学級づくり・授業づくり

小中学校の通常の学級には、特別な教育的支援を必要とする児
童生徒が平均6.5%在籍しています。そこで注目されているのが
「ユニバーサルデザイン」です。本講義では、学校及び園におけ
る「ユニバーサルデザインの考え方」の具現化と個別の支援につ 山元 薫（教育学領域准教授）
いて学びます。前半は、主に通常の学級に在籍する子どもの困り
感について理解を深め、後半は、学級づくりや授業づくりの具体
的な方法と個別の支援方法に触れ、実践力を付けます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月16日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505338号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】算数・数学って何？歴史
を通して考えよう

算数・数学はどんな学問なのだろう？数学的な考え方とは何だろ
う？数学と理科の違いは？何のために算数・数学を学ぶのか？
以上のような問題について，数学の歴史をふり返りながら考えた 大田 春外（非常勤講師）
いと思います。主な内容は，１．古代エジプトの数学，２．メソポタ
ミアの数学，３．タレスの数学，４．ユークリッド『原論』。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月16日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505339号

054-238-3062

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

静岡大学

新しい学習指導要領では、思考力、判断力、表現力を中心とした
カリキュラム構築が求められています。国語科にはその中心とし
て知識や技能、能力を培っていく授業づくりが期待されています。
【選択】思考力を育てる国語科の
本講習では、①学習指導要領の改訂をどのように見るべきか、 坂口 京子（教育学領域教授）
授業づくり
②そこから国語科の授業づくりを具体的にどのように進めるか、
③国語科を中心としたカリキュラム構想をどのように進めるか、に
ついて具体的に考えます。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月18日

教諭

小･中学校の国語
科担当教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505340号

054-238-3062

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

静岡大学

子どもが豊かな人生を歩んでいくためにも、健康の保持増進に向
けた主体的な取り組みが重要となっており、いのち・健康を守り、
【選択】心豊かで健康的な人生の 気遣い、安全で平和な社会を築いていく力（＝学力）の向上の支
歩みに貢献できる“保健の授業” 援が、人生100年時代を見据えつつ、学校教育のカリキュラムに 赤田 信一（教育学領域准教授）
の魅力再発見
位置付く保健の授業に求められています。本講習では、現代・未
来を笑顔で健康的に暮らしていくことに貢献できる保健の授業の
魅力について、その内容や教材を紹介していきます。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月18日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

80人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505341号

054-238-3062

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

静岡大学

特別支援教育の制度と仕組みについて理解するとともに、特別な
支援を必要とする児童生徒への基本的な理解を進めます。
また、インクルーシブ教育システム及び合理的配慮について学習
することを通して、今後の特別支援教育の在り方について考察し
【選択】特別支援教育：特別支援
ます。
岡本 康哉（大学院教育学研究科特任教授）
教育の理解と対応
さらに、学校で出会う事例をもとに、共に考察して、実践的な資質
の向上を目指します。
なお、主な受講者は、小・中・特別支援学校教諭としますが、幼稚
園や高等学校の教諭も受講可能です。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月18日

教諭
養護教諭

小・中・特別支援
学校教諭、養護
教諭

6,000円

60人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505342号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】子どもの人権とジェン
ダー・セクシュアリティ

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月18日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭
養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505343号

054-238-3062

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

静岡大学

静岡大学

動物園の動物や施設などを対象に体験を通してESD（持続可能
な開発のための教育）の理念を学んでいきます。主な内容は
「ESDとは」「幼稚園教育要領・小学校学習指導要領とESD」「ツー
田宮 縁（教育学領域教授）
ルを使用した観察① ESDの理念の考察（動物と生息環境）」
「ツールを使用した観察② ESDを実現するための感性を育む仕
掛け（動物と人間）」「ユネスコスクールの実践」などを予定してい
ます。

いじめ、不登校、発達障害、アレルギーなど。子供たちの現代的
【選択】気になる子供の支援と対
鎌塚
健康課題に対する支援と対応について、講義、演習を通じて専門
応
鈴江
的知識と対応技術の向上を図る。
いじめ、不登校、発達障害、アレルギーなど。子供たちの現代的
【選択】気になる子供の支援と対
鎌塚
健康課題に対する支援と対応について、講義、演習を通じて専門
応
鈴江
的知識と対応技術の向上を図る。

本講義では、子どもの発達過程における性の問題、特にセクシュ
アリティやジェンダー（社会・文化的な性差）に焦点をあて、性の
多様化と子どもの人権について理解を深める。性同一性障害を
含むLGBT（性的少数者）の割合は日本では約8％と言われてお 笹原 恵（情報学領域教授）
り、学校現場においても重要な問題である。また性自認や性意識
は恋愛や結婚、家族形成などに直結する課題でもある。この面に
ついても考えていきたい。
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教諭
養護教諭
栄養教諭
教諭
養護教諭
栄養教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月18日

教諭

高等学校の理数
系教科・科目担
当の教員

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505344号

054-238-3062

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

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月18日

教諭

中・高校の理科・
技術科・工業科
教諭

7,500円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505345号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】光によって可視化する化
学反応

この講座では、光を使った化学分析技術について紹介します。物
質情報がいかに光 へ転写されるかについて注目します。午前中
は光と物質の相互作用およびそれを利用した光計測技術の基本
について学びます。午後は午前中に学んだ光計測技術を応用し 杉田 篤史（工学領域准教授）
て化学反応を分析します。例として酸化還元反応に関する化学
反応速度の決定を試みます。午前、午後とも最初に基本的な概
念を講義し、引き続き実験実習を行います。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月18日

教諭

中学校・高校の
理科教諭

6,000円

30人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505346号

054-238-3062

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

静岡大学

この講習では、教師のライフストーリーに焦点を当てながら、これ
からの社会科（地理歴史科、公民科を含む）教師に求められる力
量とその形成方法を探究する。具体的には、これまでの経験を振
【選択】社会科教師に求められる
り返りながら、よくできたと思う授業について受講者同士で対話 村井 大介（教育学領域講師）
力量とその形成方法
し、社会科を教える意義と実践で重要になる視点について理解を
深める。また、次期学習指導要領で重要になる「見方・考え方」に
着目し、教材研究の視点の深め方を考察する。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月19日

教諭

小・中・高等学校
教諭（社会科、地
理歴史科、公民
科）

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505347号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】火山と地震がつくった静
岡県の大地

最近、南海トラフ地震や富士山の噴火に関する話題がたびたび
報道されているが、そうした静岡県の大地を作り上げた自然現象
についての理解は広まっていない。本講習では、静岡県のとくに
西部を例にとって、大地の成立の歴史、地形・地層・岩石がつくら 小山 真人（教育学領域教授）
れる作用とメカニズムについて学び、身の回りの自然景観の見方
を養うと共に、大地がもたらす恵みと災害の双方と共生してきた
地域社会の歴史・文化・防災についての考察も深める。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月19日

教諭

中学校・高校の
理科教諭、小学
校教諭、幼稚園
教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505348号

054-238-3062

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

静岡大学

鳥獣戯画絵巻などは漫画の王様である手塚治虫がこれこそ漫画
の原点であるといったように、コマ割りや吹き出しこそないが、連
続してウサギ、カエル、キツネ、サルたちが遊びに興じている様
【選択】絵巻物の複製を使った鑑
子は精巧な複製によって初めてその面白さが理解できる。この講 大宮 康男（教育学領域教授）
賞とその応用としての漫画制作
習ではそういった絵巻物の複製を用いた鑑賞を行うとともに、そ
れを応用した漫画制作をすることにより、絵巻物の素晴らしさを理
解したい。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月19日

教諭

小学校図画工
作・中学校美術
教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505349号

054-238-3062

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

静岡大学

この講習は英語のエッセーを書く能力をさらに伸ばすことを主な
目標とする。はじめに、エッセーを書くことはなぜ大切なのか、そ
【選択】英語によるエッセーの書き して日本語と英語のエッセーの構成を比較する。次は、様々なト
クレメンツ ピーター（教育学領域准教授）
方
ピックについてのエッセーを書くための実践的な活動を行う。最後
に、英語のエッセーの書き方をより効果的に生徒に教える方法を
考える。英語および日本語で行う。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月19日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505350号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】教科化時代の道徳教育

いよいよ教科化が開始される道徳教育の在り方を考え，道徳教
育における実践の可能性を探る。教科化に至る背景や状況を理
解し，「道徳とは何か」について考察しながら，学習指導要領に示 中村 美智太郎（教育学領域准教授）
される「考え，議論する道徳」とは何かを考え，議論し，また新しい
道徳教育の枠組みでできるチャレンジを考える。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月19日

教諭
小学校・中学校
養護教諭 教諭・養護教諭・
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505351号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】21世紀型授業設計論

知識基盤社会の到来とともに，学校教育にも大きな変化が求め
られている．21世紀型スキルと呼ばれている「答えが必ずしも一
つに定まらない複雑な課題を他者と協調して解決する」ための理
大島 純（情報学領域教授）
解，技能，態度といったものを育成するためには，新しい授業設
計の考え方が必要である．この講義では，こうした設計に関わる
内容を，実習を通して学んでいく．

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月19日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505352号

054-238-3062

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

静岡大学

現代の人工知能はビッグデータで可能になっているが、ビッグ
データとして個人データが人工知能で使われる場合、どのような
【選択】個人情報保護制度が人工 個人データでも使えるわけではない。合法的に使える個人データ
岡田 安功（情報学領域教授）
知能に及ぼす影響
には限界があり、人工知能の使い方にも限界がある。この講習
では、個人情報保護制度と人工知能に関する法制度を考え、両
者の関係を考える。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月19日

教諭

高等学校 教科
「情報」担当教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505353号

054-238-3062

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

静岡大学

近年、量子コンピュータに関する話題がメディアなどで盛んに取り
上げられている。 ここで、量子コンピュータとは量子力学に基づ
いて動作をするコンピュータのことであり、従来のコンピュータに
【選択】数学はデジタル社会の縁
は手に負えなかった、大規模な素因数分解などの計算困難な問 尾張 正樹（融合・グローバル領域准教授）
の下の力持ち
題を実用的な時間で解ける可能性があることから注目を集めて
いる。 本講習では、線型代数の応用として量子コンピュータの基
本動作を解説する。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月19日

教諭

数学・情報に関す
る高校教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505354号

054-238-3062

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

講習の概要

担当講師

講習の開催地

静岡大学

【選択】私たちの生活を支える数
学

オムニバス形式の授業です。
宮崎担当：シミュレーションの基礎（現象を数式で記述するための
道具としての数学）について紹介する。
岡本担当：データ解析等で必要となる確率論の基礎について、例
題等を交えて講義する。
和田担当：確率論が情報通信の分野でどのように利用されてい
るかについて紹介する。
武田担当：確率が安全性や信頼性を評価する上でどのように利
用されているかについて紹介する。

宮崎
岡本
和田
武田

倫子（工学領域教授）
正芳（工学領域准教授）
忠浩（工学領域准教授）
和宏（工学領域准教授）

静岡県浜松市

静岡大学

午前中は、生産現場の技術者・研究者に求められる能力は何
か、また、電気電子工学や計測工学など理科分野の様々な原理
や知見、学習内容がどのように工学に応用されているか、例を挙
げながら解説する。午後は、２グループに分かれて、(1)コンピュー
【選択】生産現場における理科教
タを用いた機械設計と３Ｄプリンターによる実体化を通じた最新も
育の重要性
のづくり技術の体験実習、または、(2)電気回路の過渡現象につ
いての理解を深めるために電気自動車の模型作製を行う。実習
の製作物は、その後の教育利用の参考として持ち帰ることができ
る。

伊藤
犬塚
池田
木村

友孝（工学領域准教授）
博（工学領域教授）
浩也（工学領域准教授）
元彦（工学領域教授）
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静岡大学

ゲーミングによる学習とは、主にゲームのデザインやプレイに通
じて学習する手法である。社会に求められる能力の質的変化に
伴い、問題発見能力や問題解決能力が求められる中、主体的な
【選択】ゲーミングメソッドによる学
学習が可能になるゲーミングメソッドは有効的と認識されている。 李 皓（情報学領域准教授）
習のデザイン
この講義では、少子化の原因や影響を学ぶロールプレイング
ゲームとカードゲームを体験した上で、専門分野に沿った簡単な
オリジナルゲームのデザインの手法を実践的に学ぶ。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月19日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高校教
諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505355号

054-238-3062

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

静岡大学

学校における法教育がいかにあるべきか。本講習では児童・生
徒に身近なルールづくりを通して、この問いについて参加者の皆
さんと考えます。具体的には、まず(1)法教育のあり方や目的をめ
【選択】身近なルールづくりを通し ぐる議論を振り返り、その後(2)クラスや地域に関わるルールや、
横濱 竜也（人文社会科学領域教授）
国の制度に関わるルールについて、法教育の素材を提供しつ
て法教育を考える
つ、皆さんと議論し（参加者の方々と模擬裁判的なワークを行うこ
とも考えています）、(3)その結果を踏まえて、学校における法教
育がいかにあるべきか、意見を交換します。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の法教
育に関心のある
教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505356号

054-238-3062

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

静岡大学

衣生活領域の基礎的事項を再確認し、健康で快適な着装のため
に適切な選択、装い、手入れ・管理に関して安全や環境などにも
視野において述べ、2016年12月改訂の新JIS取り扱い絵 表示や
【選択】衣生活領域指導の多様な 現行の衣生活領域の学習と新指導要領との比較などについて解 大村 知子（元静岡大学教育学部教授）
説をする。製作の課題設定のポイントと評価の視点などについて
展開を目指した着装の科学
意見交換し指導のヒントを探る。小・中・高向けの短時間で用意
できる標本作成方法と効果的な師範のしかたなどについて例示
する。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月20日

教諭

中･高家庭科教
諭、小学校教諭

6,000円

35人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505357号

054-238-3062

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

静岡大学

英語教師に必要な技能として、①文法力②語彙力③発音力を挙
げることができるが、本講習では、そのうち、語彙に焦点を当て、
【選択】英語語彙の世界―英語教 造語法の詳細、語の発音、語の意味などについて講義する。語
服部 義弘（大阪学院大学外国語学部教授）
彙指導のために教師が是非とも具えておくべき知識はどのような
師に必要な語彙の知識
ものか、また、自身の語彙力涵養のために知っておくべく事柄に
はどのようなものがあるか、などを中心に論じる。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月20日

教諭

中学・高校の英
語教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505358号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】子どもの哲学（哲学対話）
を取り入れた学級経営と授業づく
り：新しい道徳教育の可能性の一
つとして

1970年代以降、「子どもの哲学（Philosophy for Children: P4C）」
と呼ばれる哲学対話教育プログラムが、世界各地の学校で草の
根的に取り組まれています。この講習では、担当講師が首都圏
の私立中高一貫校（開智日本橋学園中学高等学校・開智中学高 土屋 陽介（非常勤講師、開智日本橋学園中学
静岡県三島市
等学校）の「道徳」の授業で取り組んでいる「子どもの哲学」の授 高等学校教諭）
業方法を体験的に学習することを通して、受講生が自らの学級経
営や各教科および「道徳」の授業づくりの中で「子どもの哲学」の
手法を取り入れられるようになることを目指します。

6時間 平成30年8月20日

教諭

小・中・高校教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505359号

054-238-3062

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

静岡大学

本講習では、社会科・地理分野の中で、地図を中心に取り扱う。
2000年代以降地図整備に関しては、情報化が進展すると共に一
【選択】社会科地理分野における 般でも利用できるよう公開が進んできた。また最新の学習指導要
最近の動向―特に地図利用に関 領でも地理情報システム（GIS）での作図・読図など社会科での地 佐藤 正志（教育学領域准教授）
して―
図利活用の方向に動いている。本講習では昨今の地図整備や
利用をめぐる動向を紹介するとともに、受講者の地図を利活用し
た授業構想や、教材開発に向けた展望を図りたい。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小、中、高等学校
教諭（特に社会科
系の教科）

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505360号

054-238-3062

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

静岡大学

理科授業において、主体的な学び・対話的な学び・深い学びが生
成されるため戦略を理論面と実践面の両面において議論します。
【選択】新学習指導要領に対応し
特に、構成主義学習論、STEM教育改革論、21世紀型資質・能
熊野 善介（教育学領域教授）
た理科授業論
力、目標に準拠した評価、カリキュラムマネージメントを学び、具
体的な授業論まで展開します。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭・中
学校・高等学校
理科教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505361号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】英文を「深く」読むために

英文を「深く」読むとは、いったいどのようなことなのでしょうか。ど
のようなプロセス、設問が有効なのでしょう。暗号解読のように、
英単語が日本語に置き換わっただけでは、もちろん「深く」読むこ
森野 和弥（教育学領域教授）
とにはなりません。生徒が「読む」ことができたと実感できるリー
ディングは、どのようにして可能なのかを考察し、授業案を作成し
ます。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中・高英語教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505362号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】親と暮らせない子どもの
社会的養護と進路・自立

日本では、毎年4万人を超える子どもが、児童福祉法に基づく施
設や里親制度のもとで、親と離れて暮らしています。児童虐待へ
の世間の関心の高さにもかかわらず、虐待から保護された後の
こと、すなわち親と離れて暮らすことになった子どもの生活や自
石原 剛志（教育学領域教授）
立への道のりについては知られていません。この講習では、こう
した子どもたちの進路・自立における困難とその支援の実際を知
るとともに、その考察を通して日本における若者の自立困難につ
いて考えていきます。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月21日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校の教
養護教諭
諭、養護教諭、栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

60人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505363号

054-238-3062

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

静岡大学

本講習では、近年めまぐるしく変化する日本政治の動向を理解す
るため、国会、選挙と政党、地方自治などの中から、いまの政治
を読み説くための基本的なトピックスを取り上げる。授業では、地
【選択】社会系教員のための政治 域や身近な社会への関心を持ち、関心を高めてもらうため、すぐ
井柳 美紀（人文社会科学領域教授）
入門
に活用できる教材・手法として、新聞社によるNIEの手法（新聞を
活用した学習法）を用いたワークショップも開催する。主に中学
校・高等学校の社会科・公民科を念頭におくが、政治分野に関心
のある小学校教諭の受講も歓迎である。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月21日

政治分野に関心
のある小学校・中
学校・高等学校
教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505364号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/
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教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

静岡大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

国語科の授業において「国語を適切に表現し正確に理解する能
力を育成し、伝え合う力を高めるとともに、思考力や想像力及び
言語感覚を養い、国語に対する関心を深め国語を尊重する態度
大塚 浩（教育学領域教授）
【選択】国語科の魅力とその指導
を育てる」ためには、どのような研究が必要となるのか、について
理論と実践の両面から考察します。受講生同士の討議や教材研
究を行います。
平成29年告示の学習指導要領の算数・数学では、D領域として
「データの活用」の内容が質・量ともに充実しています。そこで、小
学校（主として算数）や中学校数学科の統計の指導内容につい
て「はじめの一歩」から学ぶとともに，指導方法について，ICTの
活用法の事例を通して考察します。また，グループで授業案の作 柗元 新一郎（教育学領域教授）
成・発表・討論等を行う事を通して，今後の授業改善の方向性を
追究していきます。小学校・中学校における指導内容・事例紹
介・授業案作成を扱いますが，高等学校数学科教諭も受講可能
とします。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

静岡県三島市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校・中学校
の国語科教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505365号

054-238-3062

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

静岡県三島市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭・中
学校数学科教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505366号

054-238-3062

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

教諭

中学・高校英語
教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505367号

054-238-3062

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

6,000円

60人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505368号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】小学校・中学校 確かで
豊かな統計指導に向けて

静岡大学

詩を読んだり書いたりすることは、日常的コミュニケーションとは
無縁に思える。しかし、詩を扱う言語能力は、日常的言語能力と
【選択】言語表現の多層性と創造 異質な力であるどころか、実際には個人の言語能力全般の指標
性—英詩の教材としての可能性を として捉えることが可能である。そこにどのような要素が含まれて 丸山 修（教育学領域教授）
いるのかを考察し、体験的に学ぶことによって、詩の利用価値に
考える
関する認識を深めるのが本講習の目的である。殊に、規則的韻
律を持った詩の適切な位置付けを試みたい。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月22日

静岡大学

これからの学校改革の大きな柱となるのが「チーム学校」の考え
方です。そこで、教師の実践課題として「チーム学校の構築」を考
えます。
【選択】チーム学校を実践的にど 講習では、①「チーム学校」の考え方、②それぞれの学校現場の
梅澤 収（教育学領域教授）
現状と課題を整理した上で、③「チーム学校」をどう構築するか、
う創るか
多様な事例を学びながら考えます。
教師の知識（knowledge)と技能(skill)、そしてマインド（disposition)
をバージョン・アップしましょう。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月22日

教諭（幼稚園を含
教諭
養護教諭 む）、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

静岡大学

【選択】特別支援教育：気になる
子の理解と支援

各教育現場での発達障害のある幼児児童生徒や気になる子ども
たちについて、特別支援教育の枠組みからの理解と支援につい
て話題とします。彼らへの理解と支援には唯一の正解があるわ
けではなく、考え、取り組むための手がかりがあるにすぎないと 香野 毅（教育学領域教授）
考えています。いくらかでもその役に立てる機会になればと思い
ます。また、後半は受講者同士の情報交換や話し合いを行いま
す。話したいテーマをたくさんお持ちください。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月24日

教諭
養護教諭

幼稚園・小・中・
高校・特別支援
学校の教諭、養
護教諭

6,000円

80人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505369号

054-238-3062

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

静岡大学

静岡大学教育学部附属浜松小学校における公開授業及び分科
会に参加し、観察した授業をふまえて実践的な課題について協
【選択】附属小学校で学ぶ授業づ 議を行う。その後の講義では、新しい学習指導要領をみすえた主 新保 淳（教育学領域教授）
体的・協同的・深い学びを促す条件や活動について他の参観者 島田 桂吾（教育学領域講師）
くり
と話し合う。なお、幼稚園・中学校・高等学校教諭等にとっても、
小学校での教育実践を学習することは極めて有益である。

静岡県浜松市

6時間 平成30年10月5日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505370号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】近代短歌と現代小説

１近代の短歌を鑑賞する（講義）・明治期の短歌の革新運動につ
いて概説する。・教科書に掲載されている正岡子規の短歌を鑑賞
する。２現代作家の短篇小説を読解する（講義＋グループワー
中村 ともえ（教育学領域准教授）
ク）・現代作家の短篇小説を取り上げ、簡単な解説を行う。・学習
の手引きを作成する。３試験受講内容に関する理解及び受講内
容を踏まえた考察を課題とする。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月20日

教諭

中学・高校の国
語教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505371号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】目で楽しむ数学

ピタゴラスの定理を表す図形の考察から、新しい定理が導かれる
ことを紹介する。また、高校で学習する絶対値から導入される距
離の概念を一般化して、幾つかの距離の概念を導入することで
「丸くない円」の例を紹介する。相加平均・相乗平均に関する図形
大和田 智義（教育学領域教授）
を利用した証明を紹介すると共に、その図形的考察から高校教
員が発見した新しい不等式を紹介する。三角不等式の図形的な
意味と本講習で学んだ内容を理解することにより、三角不等式に
関する最近の研究結果の証明を理解する。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月20日

教諭

中・高等学校教
諭

6,000円

30人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505372号

054-238-3062

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

静岡大学

次期中学校学習指導要領・音楽科には、和楽器の指導で伝統的
に用いられてる「口唱歌（くちしょうが）」の活用が明記された。「口
唱歌」には、「間」、「音色」、「奏法」等、日本音楽の様々な楽器の
【選択】日本音楽の指導 ～口唱
伝承・学習・演奏に必要な多くの音楽的な要素が織り込められて 長谷川 慎（教育学領域准教授）
歌を学ぶ～
いる。この講習会では、箏の口唱歌を歌うことを通じて、日本音楽
の鑑賞指導につながる知識を習得し、箏曲を起点として日本音
楽の理解のヒントを学ぶ。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月20日

教諭

小・中学校音楽
科教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505373号

054-238-3062

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

静岡大学

この講習では、複雑化・多様化する学校現場が抱える現代的課
題へ対応するために、思考力の向上を目指すことを目的とする。
【選択】現代的課題へ対応する思
鎌塚 優子（教育学領域教授）
子どもや子どもを取り巻く保護者への対応など、具体的な事例を
考力向上演習
島田 桂吾（教育学領域講師）
用いて考えたり、議論をすることを通じて 課題を解決するために
必要となる思考力を活性化させる。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月20日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505374号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

静岡大学

【選択】静岡から考える日本史と
世界史の統合

周知のように、2022年度から高校の必修科目として、近現代史を
中心に日本史と世界史を統合した新設科目「歴史総合」の導入
が予定されている。本講習は、これを意識し、静岡地域から「歴
史総合」を考えるため、近代化の過程を検討することを目的とす
岩井 淳（人文社会科学領域教授）
る。近代化には、工業化と民主化の二側面があるが、それは静
岡の歴史において、どのように展開しただろうか。具体的には、
①鉄砲伝来と軍事革命、②報徳思想とピューリタニズム、③黒船
来航と産業革命、④静岡学問所と市民革命について考察する。

静岡大学

【選択】「子供の低体力問題と楽
しい基礎体力づくり」理論と実践

子どもの低体力問題について静岡県の子ども達を対象とした取
り組みと課題について理解を深め、スポーツ活動や体育実技等
に活かすコーディネーショントレーニングとニュースポーツについ
て実践する。教材は鬼ごっこなどの遊びを活かした導入から、ペ 杉山 康司（教育学領域教授）
タンク、変形バスケットボール（ネットボール）、ブローライフルと
いったニュースポーツを体験し、基礎体力づくりについて考える。
体育館シューズと運動のできる服装が必要。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月21日

教諭

小、中、高校の教
諭

6,000円

60人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505376号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】多文化・多言語環境と対
話の教育

世界的規模で生じている大量人口移動時代を迎え、全国各地の
学校にも複数の文化的背景を持った児童生徒が急増していま
す。このような状況を踏まえた新時代の教育のあるべき姿を考え
ていきます。グループワークやディスカッションを通して、異なりを 宇都宮 裕章（教育学領域教授）
活かす「対話」的教育の理論考察と実践を行います。外国籍児童
と関わっている養護教諭と栄養教諭も、受講の対象としていま
す。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月21日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼・小・中・高等
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505377号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】アクティブ・ラーニングの
教材づくり

アクティブ・ラーニングの事例として「問題に基づく学習（Problembased Learning：PBL）」を取り上げ、まずその学習方法や教材例
を紹介する。その後、グループを組んでPBLの教材を作成し、相
村山 功（教育学領域教授）
互評価活動を行う。講習自体をアクティブ・ラーニング風に実施す
る。教材に関する情報収集のため、インターネットに接続可能な
機器を持参した方がよい。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月21日

小・中・高等学校
教諭
養護教諭 教諭、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505378号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】英語の音声的、文法的、
文体的特徴を再確認する

この講習は２部構成とし、前半部分では英語の音声上の基本的
特徴について、後半部分では英語の文法的・文体的特徴につい
て解説します。受講者の皆さんには、英語の音の特徴や文法的・
大村 光弘（人文社会科学領域教授）
文体的特徴を踏まえ、「英語らしさ」とは何かについて再認識して
もらいます。評価は、テーマ毎に簡単な小テストを実施し、その結
果をもとに総合的に判断します。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月21日

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505379号

054-238-3062

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

静岡大学

【選択】学校防災と安全教育

21世紀型能力の育成という点から、安全教育はどのようにあるべ
きだろうか。近い将来発生が想定されている東海地震に備えた
村越 真（教育学領域教授）
防災教育を柱にして、受講者参加のゲーム的手法を取り入れな
笠原 英男（非常勤講師）
がら、安全教育のあり方について学ぶ。また、学校での受け入れ
が予想される避難所の運営についても演習を交えて学習する。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月21日

小・中学校教諭、
教諭
養護教諭 養護教諭、栄養
教諭
栄養教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505380号

054-238-3062

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

静岡大学

近年、医療の進歩により、慢性的な疾患であっても長期入院を必
要とせず、通院や家庭療養によって治療を継続する子どもが増
加しており、小・中学校等においては病気や治療への配慮のみ
ならず、心理・社会的な支援が求められています。また体の病の
【選択】特別支援教育：病気の子
みならず、適応障害や不登校等、心の病の子どもも増加してお 石川 慶和（教育学領域准教授）
どもの理解と支援
り、その背景としてLDやADHD等の発達障害があることも少なくあ
りません。この講習では病気の子どもの教育の現状と課題を整
理し、学校生活での不安やストレスを和らげ、学習や生活を支え
る方法について考えます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月27日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭
養護教諭

6,000円

60人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505381号

054-238-3062

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

静岡大学

持続可能な社会づくりの担い手を育む教育である「持続可能な開
発のための教育」（ESD）は，次期学習指導要領改訂の全体にお
いて基盤となる理念とされている（中教審答申2016年12月,
【選択】教員のためのESD実践講
梅澤 収（教育学領域教授）
p.240）。本講習では，次期学習指導要領の考え方を概説した上
座（野外編）
山本 隆太（非常勤講師）
で，ESDのカリキュラム・授業案を構想することを目的として，持
続可能な地域づくりに取り組んでいる伊豆半島ジオパークの取組
みを体験する。

静岡県伊豆市

6時間 平成30年10月27日

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭（幼稚園含
む），養護教諭，
栄養教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505382号

054-238-3062

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

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月27日

教諭

小・中学校、高等
学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505383号

054-238-3062

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

本講習では、医療と介護の問題を中心に取り上げ、社会保障の
制度や意義の理解を深める。そのためにまず、(1)社会全体およ
び個人の生活の観点から、それぞれどのような問題が存在して
いるのか、を考えてみる。そして、(2)関連する社会保障制度の展
国京 則幸（人文社会科学領域教授）
開を、社会的・経済的なかかわりと結びつけて把握しつつ、(3)主
要な制度のしくみ（含、イギリスとの制度比較）と論理を理解し、
(4)これら制度の考え方、あり方について議論（ワークショップ等）
を行う。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月20日

教諭

中学校の社会
科、高等学校の
地理歴史科・公
民科教諭

6,000円

50人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505375号

054-238-3062

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

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

静岡大学

【選択】社会保障制度と社会、私
たちの生活、を考える：医療と介
護を中心に

静岡大学

被差別部落・沖縄に主に焦点を当て、さまざまなマイノリティも視
【選択】日本近現代史を問い直す 野に入れながら、明治維新から現代までを見通す。それによっ
黒川 みどり（教育学領域教授）
―被差別部落・沖縄を中心に― て、日本の近現代史を捉え返してみたい。歴史をとおして、社会
科の基軸となる人権の問題を考える機会としたい。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月28日

教諭

中学･高校社会科
（歴史）教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505384号

054-238-3062

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

静岡大学

講習の前半では、スポーツ運動学における運動学習の一般理論
を教室で講義します。後半では、体育館において器械運動の実
【選択】効果的な運動指導のヒン
技を行います。器械運動はマット運動を取り上げる予定です。学 岡端 隆（教育学領域教授）
トを探る
校体育における効果的な運動指導のヒントを、受講生の皆さんで
考えていただければありがたいです。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月28日

教諭

小・中・高の教諭
（保健体育）

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505385号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

静岡大学

持続可能な社会づくりの担い手を育む教育である「持続可能な開
発のための教育」（ESD）は，次期学習指導要領改訂の全体にお
いて基盤となる理念とされている（中教審答申2016年12月,
梅澤 収（教育学領域教授）
【選択】教員のためのESD実践講
p.240）。本講習では，次期学習指導要領の考え方を概説した上
山本 隆太（非常勤講師）
座（構想編）
で，持続可能な地域づくりに取り組んでいる伊豆半島ジオパーク
での体験（10月27日実施分）を踏まえて，ESDのカリキュラム・授
業案を構想する。

静岡大学

【選択】「考え、議論するための
ケースを活用した道徳教育の創
造」

静岡大学

【選択】静岡県の経済分析

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

静岡県伊豆市

6時間 平成30年10月28日

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭（幼稚園含
む），養護教諭，
栄養教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505386号

054-238-3062

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

「ケースメソッド教育」の理論と技法、また道徳教育の理論と実践
について学びながら、「考え、議論する道徳」の効果的な実践を
鎌塚 優子（教育学領域教授）
考察する。受講者は、自ら経験してきた、子どもや教員に関わる
中村 美智太郎（教育学領域准教授）
様々な事例をもとに「ケース教材」を作成し、「考え、議論する道
徳」の効果的な実践を考察する。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月28日

教諭
養護教諭

小学校・中学校
教諭・養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505387号

054-238-3062

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

静岡県が抱えている経済問題の原因を探ります。経験的事実か
ら語るのではなく、それらが生じる論理（理屈）から考えます。経
山下 隆之（人文社会科学領域教授）
済現象や社会現象を、そのメカニズムから正しく読み解くことで、
静岡経済と日本経済への理解を深めます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月28日

教諭

高等学校教諭・
中学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046505388号

054-238-3062

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

名古屋工業大学 【選択】情報技術の最先端

情報技術（IT）とロボティクス（RT）の発展に伴い人間との同居や
同伴を想定したロボットが開発・商品化されている。本講座では
ユーザーの感性や心理作用を考慮したヒューマン・ロボット・イン
タラクションを実現するための情報処理技術について学ぶ。高
校・大学で学ぶ数学がどのように情報化社会に利用されている
かを理解し、ネットワーク上の脅威に対する対策の重要性を学び
ながらデータ通信の安全性を保障するための概念について概説
する。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月7日

教諭

高等学校教諭

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-10050504468号

052-735-5067

http://www.nitech.ac.jp
/

滋賀大学

【選択】特別支援教育Ⅰ

障害のある子どもたちの教育において、発達的に理解することの
重要性とその実践における意義や留意点について考えるととも
に、発達診断が実践にどう寄与するのかについて学ぶ。また、通 白石 惠理子（教育学部教授）
常学校で学ぶ障害のある子どもたちについて、障害特性が学校 羽山 裕子（教育学部講師）
という特殊な環境下でどのような困難につながるのか、教育内容
の習得にどう影響するのかを考える。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月6日

幼・小・中・高等・
教諭・養護
特別支援学校教
教諭
諭、養護教諭

6,000円

180人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506631号

0749-27-1035

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

滋賀大学

【選択】心と身体の健康Ⅰ

子どもの生活習慣（睡眠、食事、運動）は心身の健康と深く関連
する。社会的な要因や成長ホルモンによる生活リズムの変容と
健康教育の関連を解説するとともに、子どもに、誰がいつ何を伝
えるべきか、参加者全体で考える。また、学校におけるストレス・
マネジメントについて、心理学の立場からストレスや感情、行動が
おこる仕組みを取り上げ、ストレスへの対処法など、現場で活用
できる内容を紹介し、認知行動療法の基礎的な技法を習得する。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月6日

幼・小・中・高等・
教諭・養護
特別支援学校教
教諭
諭、養護教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506632号

0749-27-1035

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

滋賀大学

【選択】授業実践の事例検討

小学校・中学校の授業実践を取り上げて、事例として検討し、「学
び」の質を追究するとともに、授業者に求められる実践力と見識
堀江 伸（大学院教育学研究科准教授）
を考察していく。特に、教材の検討と授業の事例検討をつづける
ことで、教材理解が授業実践のベースとなることを考察する。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506633号

0749-27-1035

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

滋賀大学

【選択】学校教育におけるエンジ
ニアリング

授業では種々の材料を使って物づくりを行っている。各種の材料
に形を与えて必要とする寸法の部品を製作し、さらに接合して目
的とする作品（授業で用いる教具、美術作品、理科の実験道具、
磯西 和夫（教育学部教授）
技術の作品など）を作り、これらを作るために必要な知識につい
岳野 公人（教育学部教授）
て学ぶ。特に手工具の使用方法や木材の種類や特徴について
確認し、学習者の認知過程にもとづく学習指導法について考察
する。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教
諭、

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506634号

0749-27-1035

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

滋賀大学

【選択】家庭科 －住生活と衣生
活－

住まいは、ゆっくりとくつろいだり、思索したり、明日への活力を得
たりするなどの場として質的な充実が求められる。新学習指導要
領が示す家庭科の住生活の内容を基本として、住生活教育が直 田中 宏子（教育学部教授）
面している課題を中心に考える。また、被服では、衣生活の内容 與倉 弘子（教育学部教授）
を基本として、乳幼児・高齢者などの被服や災害時の衣の備えな
ど、リスク対応型の衣生活教育について理解を深める。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506635号

0749-27-1035

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

滋賀大学

本講習では、「体育や保健の見方・考え方」とは何か、児童自ら
が課題解決に向けた学習過程をつくるには教師にどのような指
【選択】深い学びとパフォーマンス 導が求められるのか等について、体育領域「ゴール型ゲーム（セ 辻 延浩（大学院教育学研究科教授）
を高める体育指導の理論と実践 ストボール）」、保健領域「健康な生活（睡眠と健康）」を題材として 松田 繁樹（教育学部准教授）
考えるとともに、運動能力・運動センスに関する理論を概観し、実
際に運動能力・運動センスを高めるための運動をいくつか学ぶ。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506636号

0749-27-1035

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

滋賀大学

前半では、生物分野の手軽な観察と実験を体験する。キャンパス
内の生き物を観察し、植物を採集して簡単な光合成の実験を行
【選択】小学校理科の観察・実験
う。後半では、物理分野の簡単な実験を体験する。少人数のグ 古橋 潔（教育学部教授）
体験講座 ～物理領域と生物領
ループ、あるいは1人で簡単な実験装置を作成し、実験の結果を 神山 保（教育学部教授）
域～
分析して解釈を行う。身近で不思議な現象を物理的な視点で眺
め、原因を探る。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506637号

0749-27-1035

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

滋賀大学

【選択】漢字にしたしむ －表記
の諸相－

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中(国語）・高等
(国語、書道）学校
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506638号

0749-27-1035

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

加藤
梅崎
打矢
舟橋

昇平（大学院工学研究科教授）
太造（大学院工学研究科教授）
隆弘（大学院工学研究科准教授）
健司（大学院工学研究科准教授）

股村 美里（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ
学部講師）
多賀谷 智子（びわこ成蹊スポーツ大学スポー
ツ学部准教授）

漢字は、3000年以上にわたって命脈をたもち、中国、日本の表記
を形成してきた。本講習では、漢字の生成にはじまり、各書体の
変遷や日本における仮名の成立を概観するとともに、歴史上の 中村 史朗（教育学部教授）
実例に則して漢字・仮名の使用実態を学ぶ。さらに、わが国最古 井ノ口 史（教育学部准教授）
の和歌集である『万葉集』の歌を、漢字の姿をした万葉仮名に
よって鑑賞し、先人の表記定着に向けた工夫の跡を味わう。
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号
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ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506639号

0749-27-1035

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

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506640号

0749-27-1035

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

自閉症概念の歴史的変遷を押さえた上で、自閉症スペクトラム児
の発達や障害についての理解を深め、どのような教育実践につ
荒木 穂積（立命館大学大学院応用人間科学
なげていくかを考える。また、学習障害を中心にその困難さをど
研究科特任教授）
のように理解するのか、通常学級等でできるアセスメントとはどの
深川 美也子（教育学部非常勤講師）
ようなものか、指導上の配慮や保護者との連携の在り方などにつ
いて考える。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月7日

幼・小・中・高等・
教諭・養護
特別支援学校教
教諭
諭、養護教諭

6,000円

180人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506641号

0749-27-1035

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

服を着ずに過ごす人間はいないが、今日、服装生活が熟考され
る機会は少ない。流行や個性という概念にとらわれず、洋服を着
るという新しい伝統を、学校教育の視点から捉え直してみたい。
横田 尚美（滋賀県立大学人間文化学部准教
グローバリズムや経済の動向、さらには持続可能な社会の実現
授）
などの現代的諸課題を前に、「オシャレ」を教材として位置づけ、
それぞれの教科の中で、「オシャレ」に関する話題を取り入れた
授業を構想してみたい。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506642号

0749-27-1035

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

滋賀大学

学級経営における集団づくりに有効な「掲示物製作」と「ポスター
セッション」を体験し指導の留意点を探る。講義前半は、グループ
での教室掲示物製作を通じて、子どもたちが主体的にかつ協力
【選択】掲示物製作やポスター
セッション学習を通して集団づくり して製作活動に取り組める指導計画や、協働活動のための指導 狩野 秀樹（教育学部特任教授）
上のポイントや配慮事項を追求する。後半は、一枚だけの写真や
の基礎を育てよう
ポップなどを使っておこなうポスターセッションを取り入れ、表現
力、思考力、判断力の育成をはかる学習効果を追求する。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506643号

0749-27-1035

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

滋賀大学

「社会の情報化」は「情報の社会化」という現象を生じ、ソーシャ
ルメディアの存在感を顕著にしている。本講習では、まず､「社会
【選択】ソーシャルメディア社会の の情報化」から「情報の社会化」への移行について理解する。次
松原 伸一（大学院教育学研究科教授）
に、「教育の新科学化」として、情報安全、アクティブ・ラーニング、
教育とICT活用
ICT活用について学ぶ。最後に、「教育の情報化」を取り上げ、
ソーシャルメディア社会の教育について考える。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小・中・高等・特
別支援学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506644号

0749-27-1035

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

滋賀大学

現行の学習指導要領や新しい教育要領と学習指導要領に基づ
き、教師と子どもの双方が満足できる運動学習・体育学習及び教
材や指導方法を考える。運動学習・体育学習では、園や各学校
【選択】体育の実践的指導力を考
段階で教師や指導者が身に付ける力や、実践の前や実践中に
える
考慮することを、体育科教育学とスポーツ運動学の立場から考え
る。教材や指導方法では、運動が苦手な子の視点に立った教材
や指導方法を、系統性を理解しながら発達の段階に応じて学ぶ。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼・小・中(保健体
育）・高等(保健体
育）・特別支援学
校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506645号

0749-27-1035

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

滋賀大学

【選択】「算数科授業」の数学的
背景

平成29年公示の学習指導要領では、「主体的で対話的な深い学
び」の実現を目指している。そのような「学び」を実現するために
は、私たち自身が、算数において【「主体的で対話的な深い学び」
渡邊 慶子（教育学部講師）
体験】をし、その体験をもとに指導する必要がある。本講習では、
算数科教材の背景にある「数学」に触れ、「算数科における深い
学び」とは何かを考える。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506646号

0749-27-1035

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

滋賀大学

前半では、生体の“しくみ”を化学的方法で捉えて生命現象を追
求する生化学の内容について学ぶ。糖質、脂質、タンパク質、核
【選択】中高教員のための理系講 酸・遺伝子やバイオテクノロジーについても学ぶ。後半では、遷移 糸乗 前（教育学部教授）
座 ～化学領域と生物領域～
と相観、階層的分類、競争と生活形など、生態学の用語を見方や 服部 昭尚（教育学部教授）
考え方として用いることにより、生物の適応戦略を野外で観察す
る方法を学ぶ。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中(理科）・高等
(理科）学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506647号

0749-27-1035

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

滋賀大学

【選択】現代社会をみる眼

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中(社会）・高等
(地理歴史、公民）
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506648号

0749-27-1035

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

滋賀大学

幼稚園教育の場において、後進の指導も大きな職務の一つと言
える。幼稚園教諭をいかに養成していくかについて指導案の添
【選択】保育者養成の現状と幼児 削、教育実習評価の方法を学び理解する。次に、具体的な遊び
金森 由華（多治見ひまわり幼稚園園長）
教育方法の理解
を例示し、身近な環境とのかかわりに関する領域としての「環境」
と環境を通して行う教育の「環境」との違いについて学ぶことに
よって、幼児教育における「環境」の重要性を理解する。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506649号

0749-27-1035

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

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月8日

6,000円

180人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506650号

0749-27-1035

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

【選択】幼児教育の原点を学ぶ

「根っこを育てる」幼児教育の原点に立ち返り、現在・未来の保
育・幼児教育について考えるとともに、大人にとっての乳幼児期
の意味についても考察する。また、就学前・後教育に共通する
「学び」をつなぐ幼小連携のあり方を考えることを通して、幼児教
育の素晴らしさや小学校教育を見据えた幼児教育のあり方を考
える。

北後 佐知子（滋賀短期大学幼児教育保育学
科講師）
久米 央也（滋賀短期大学幼児教育保育学科
准教授）

滋賀県大津市

滋賀大学

【選択】幼児教育の質的向上

幼児教育は、子どもが自発的に関われる環境を構成し、遊びを
通しての指導を中心に行うものである。本講習では、「子どもに
とっての豊かな感性と表現とは」「協同性と思考力の芽生えを育
む保育」の2つのテーマをもとに保育の質が高いとはどういうこと
なのか、その質を高めるためにどのようなことが求められている
のかを考える。

平野 知見（京都造形芸術大学芸術学部准教
授）
田中 裕喜（京都ノートルダム女子大学現代人
間学部教授）

滋賀大学

【選択】特別支援教育Ⅱ

滋賀大学

【選択】社会と学校を結ぶオシャ
レ ～服装生活から考える持続
可能な社会のあり方～

滋賀大学

滋賀大学

【選択】心と身体の健康Ⅱ

柴田 俊和（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ
学部特別招聘教授）
大西 祐司（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ
学部講師）

法学の立場から最高裁判所の憲法判例を手がかりに、憲法とは
何か、判例とは何か、そして裁判（所）の役割とはどのようなもの 渡辺 暁彦（教育学部准教授）
かなどの理解を深める。また、歴史学の立場から明治前期の滋 馬場 義弘（教育学部准教授）
賀県令を事例に近代国家の形成について考える。

近年、教育現場で重要視されている「心と身体の健康」について
の理解を深める。子どもの健康に関する現代的課題について、
生活習慣と救急処置の側面から現状と支援のあり方を考え、実
大平 雅子（教育学部准教授）
践可能な健康問題解決の方策を検討する。心の健康について
久保田 泰考（保健管理センター教授）
は、教育現場で問題になることの多い精神障害・疾患に関する基
礎的な知識を習得し、危機介入や治療について理解を深め、現
場において可能な支援・援助について検討する。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

滋賀大学

日本文化の中で育ち、自然に日本語を身につけてきた我々が、
当たり前のように認識していることも、異なる言語・文化を共有す
【選択】当たり前のことが当たり前 る人々に対して斉しく当てはまるわけではない。実際、異文化に
于 一楽（教育学部准教授）
でない世界
接するとき、それらの差異が原因で思わぬ誤解を生じることも少
なくないのである。本講習では、日・中・英・韓の言語と文化をめ
ぐる具体的な事例を通して異文化の差異について考える。

滋賀大学

【選択】体験的環境学習への招待

滋賀大学

今回改訂の教育要領、学習指導要領における「主体的・対話的
で深い学び」の実践について、「学び」の背景を考えながら、保健
の学習における授業の進め方を考える。さらに、健康教育や保健
【選択】保健の実践的指導力を考
教材・授業に関する最新の知見等に基づき、実践的保健教材・
える
授業、保健における「知識を活用する学習活動」「主体的・探求的
な学習活動」、現代的課題でもある防犯・安全教育等に関する教
材について考える。

滋賀大学

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506651号

0749-27-1035

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

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教
諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506652号

0749-27-1035

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

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼・小・中(保健体
育、保健）・高等
(保健体育、保
健）・特別支援学
校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506653号

0749-27-1035

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

本講習では、現代的な諸課題に対して、特別支援やICT活用等を
視野に入れながら、小学校社会科をどのようにデザインしていく
岸本 実（大学院教育学研究科教授）
【選択】小学校社会科のデザイン かについて考察する。また、大学キャンパスを「身近な地域」と仮
安藤 哲郎（教育学部准教授）
定して歩き、白地図にまとめる活動に取り組み、受講者の現場実
践に展開出来るよう検討する。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506654号

0749-27-1035

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

滋賀大学

学習指導要領の改訂の趣旨と関連させつつ、「造形遊び」の理論
的背景や意義、小学校での実践例などを学ぶと共に、実際に材
料や場所の特性を生かした「造形遊び」の活動を体験する。この
【選択】図画工作科でもっと「造形
活動体験を通して、自らの「造形遊び」の活動を振り返ったり、互 新関 伸也（教育学部教授）
遊び」を楽しもう
いに鑑賞しながら評価の観点を考える。主に小学校教諭を対象
とした内容だが、興味のある中学・高等学校教諭の方も受講可
能。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小・中（美術）・高
等（美術、工芸）
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506655号

0749-27-1035

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

滋賀大学

ピアノの音や人間の声で音楽を表現することについて考える。前
半はピアノで伴奏、初見視奏、連弾などをおこないながら、音楽を
聴いて合わせること、楽譜から音楽を読み取ることや音楽を構成
犬伏 純子（教育学部教授）
【選択】ピアノと声で考える音楽表
しているものと音楽表現の関係について考える。後半は自分の
渡邊 史（教育学部准教授）
現
「声」を見直し、「声の仕組み」を再確認する。そのうえで、「声を鍛
え（育て）る」方法を整理しながら「声」と「言葉」を用いた音楽＝
「歌」を作っていく。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中（音楽）・高等
（音楽）学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506656号

0749-27-1035

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

滋賀大学

【選択】英語テストの波及効果と
文学作品の鑑賞

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中（英語）・高等
（英語）学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506657号

0749-27-1035

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

滋賀大学

『おおきなかぶ』などの絵本を実際に読みかたり、作品分析を行
【選択】子どもへの絵本の読みか うことで、聞き手を意識した絵本の読みかたりの技術や教材分析
古橋 和夫（常葉大学保育学部教授）
たり －絵本の世界を体験する－ の力を身につけるとともに、幼児期において絵本を読みかたる意
義について考える。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053506658号

0749-27-1035

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

京都教育大学

本学で作成している「先生を究めるWeb動画」を視聴し、７月２０日
（金）までに８００字程度で視聴した内容の要点レポートを作成し
提出する（基礎編・応用編それぞれ提出）。８月２日（木）の対面
【選択】反転研修 主体的・対話
授業の前半では、視聴した内容を基に、主体的・対話的で深い学
的で深い学びのための集団づくり
片山 紀子（大学院連合教職実践研究科教授） 京都府京都市
びのベースとなる集団づくりの基礎理論について学ぶ。後半で
－コーチングを用いて－
は、自身の学校現場での実践を照らし合わせ、主体的・対話的で
深い学びを可能とする集団づくりに向けて課題解決の方法を考
え、そのためのスキルを学ぶ。

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

45人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506193号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

【選択】基礎デザイン講座

デザインは人間の生活営為に密接に結びついている。ここでは、
日常のなかに美を発見、抽出したものを、結合、提示するために
安江 勉（教育学部准教授）
必要な造形の基礎演習「色彩構成」「立体構成」を中心に講習を
展開する。

京都府京都市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小学校・中学校
（美術）・高等学
校（美術）教諭

6,000円

25人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506194号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

社会科において、深い学びを実現するためにはどのような地図・
資料等を探し出し、活用すればよいかを実践的にアドバイスす
【選択】社会科の授業をつくる－ る。授業では講師が推薦する地図や統計、映像（史料）等を紹介 山下 宏文（教育学部教授）
地図・統計・映像を用いて深い学 するとともに、それらを活用して知的好奇心をくすぐる授業の作り 香川 貴史（教育学部教授）
びを実現する－
方を、作業的・体験的に学べるようにする。最後に、資料活用の 中村 翼（教育学部講師）
実践力をつけることと、社会的な見方・考え方や新教育課程が目
指す資質・能力の育成との関わりについて検討する。

京都府京都市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小学校・中学校
（社会）教諭

6,000円

40人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506195号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成30年8月2日

教諭

中学校（理科、技
術）・高等学校
（理科、農業）教
諭

6,000円

20人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506196号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

【選択】植物バイオテクノロジー
遺伝と遺伝子（第２学舎会場）

２つの視点から「体験的環境学習」を学ぶ。前半は、「農」の作物
を生産する機能に加え、環境や地域社会と密接に関連した多面
的な機能があり、多面的な機能を発揮する教育的取り組みを学 森 太郎（教育学部准教授）
び、教育の場での栽培技術を学ぶ。後半は、環境教育の目的・ 市川 智史（環境総合研究センター教授）
目標、現状、持続可能な社会の視点を学び、参加体験型の環境
教育プログラムの手法について学ぶ。

川合 英之（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ
学部教授）
谷川 尚己（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ
学部特別招聘教授）

本講習では、中間期や学期末、ハイステークステスト（highstakes test）について考えながら、英語テストの波及効果につい
Andrew McInulty（教育学部外国人教師）
て学ぶ。英語テスト作成のコツについても意見を出し合う。また、
林 直生（教育学部准教授）
英語で書かれた文学を原文で読み、作品について、さらに作品
の背景について考える。

生物を扱う分野において、近年、特に発展の著しい遺伝、遺伝子
に関する分野の実験を以下の内容で行い、授業等で実施できる
ように理解を深める。実験材料には、辛味成分を合成するトウガ
ラシと合成しないピーマンを交配した雑種第二代を用い、葉から
南山 泰宏（環境教育実践センター教授）
簡易法により抽出したDNAを鋳型にしてPCR法により辛味合成遺
伝子を検出し、遺伝子型の分離を調査する。このような技術の発
展が農業等の分野で利用され、社会を豊かにしていることも概説
する。
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

京都教育大学

次期学習指導要領において、アクティブ・ラーニングの要素が取
り入れられる。前半では、これまでの算数科での様々な取り組み
【選択】反転研修 アクティブ・
と、アクティブラーニングの取り組み内容とを比較検証しながら、
黒田 恭史（教育学部教授）
ラーニングを取り入れた算数科授
これからの算数教育のあり方について議論する。後半では、実際
業のあり方Ａ
にアクティブ・ラーニングを取り入れた算数科の授業設計につい
て、グループワークを通して交流する。

京都教育大学

【選択】反転研修 これからの学
校体育を考える

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

京都府京都市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506197号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校（保健体
育）・高等学校
（保健体育）・特
別支援学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506198号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

本講習では、教師の成長を、教職をよりよく遂行できるようになる
ことと捉え、教師の成長の契機となり得る協働できる関係づくりや
認知行動療法の立場に立つ自己理解に関する知見を深めたり、
【選択】反転研修 教師の成長に キャリア発達に関する基礎的理論を踏まえた教師のキャリア発 髙柳 眞人（教職キャリア高度化センター教授）
京都府京都市
達に関する知見を深めながら、教師の成長について考えていく。 河﨑 智恵（奈良教育大学教職大学院准教授）
ついて考える
担当講師の作成したWeb動画２本を視聴し、７月２０日（金）まで
に１本あたり200～300字で要点レポートを提出するとともに、８月
３日（金）の対面授業において対話的な学びを行う。

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

40人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506199号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

【選択】ワークショップで学ぶ「音
楽づくり（創作）の指導」

本講習は、音楽科の表現領域の活動である音楽づくり（創作）の
指導について理論を理解し、その指導方法を身に付けることをね
らいとしている。五線譜を使わずに身近なものや声で音楽をつく
ることができる創造的音楽学習の理論について解説したうえで、 樫下 達也（教育学部准教授）
学習指導要領の〔共通事項〕を意識した音楽づくりの方法をグ
ループで実践する。これにより音楽科授業における音楽づくりの
授業設計の力量を向上することをめざす。

京都府京都市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校・中学校
（音楽）・高等学
校（音楽）・特別
支援学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506200号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

【選択】書道実技講座 書写・書
道で扱う仮名文字の研究Ａ

小学校・中学校（国語）書写、高等学校書道で扱う仮名文字を講
義・実習を通じて研修し、書写と書道の関連性を仮名文字から考 岡田 直樹（教育学部教授）
える。

京都府京都市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校・中学校
（国語）・高等学
校（書道）教諭

6,000円

60人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506201号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

事前に、本学で作成している「先生を究めるWeb動画」のうち指定
された２本の動画を視聴して、７月20日（金）までに１本あたり300
字程度の要約レポートをそれぞれ作成して提出する。対面授業
小松 貴弘（大学院連合教職実践研究科准教
【選択】反転研修 子どもたちと向
では、視聴した動画の内容を基に、グループディスカッションなど
授）
き合うための児童生徒理解
を活用しながら、今の社会を生きる子どもたちが直面している課
題について考えるとともに、自らの児童生徒理解とそれに基づく
関わりのあり方についての省察を深める。

京都府京都市

6時間 平成30年8月6日

教諭
養護教諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506202号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

次期学習指導要領において、アクティブ・ラーニングの要素が取
り入れられる。前半では、これまでの算数科での様々な取り組み
【選択】反転研修 アクティブ・
と、アクティブラーニングの取り組み内容とを比較検証しながら、
ラーニングを取り入れた算数科授
黒田 恭史（教育学部教授）
これからの算数教育のあり方について議論する。後半では、実際
業のあり方Ｂ
にアクティブ・ラーニングを取り入れた算数科の授業設計につい
て、グループワークを通して交流する。

京都府京都市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506203号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

小学校・中学校・高校の読むことの教材について複数教材の読
み比べ、ワークショップ、プレゼンテーションなどの多様な形式で
学習活動の体験的な開発を行う。基本は、「書いてある通りに読
【選択】反転研修 国語科におけ
むこと」を通して、推理小説のような問題解決的な読みを行い、明
る新しい学習指導要領の実現
確な「解」を得ることである。「書いてある通りに読む」ためには、 植山 俊宏（教育学部教授）
―書いてある通りに読んで「解」
書いてある通りに読まないうちに、「考える読み」は行わないこと
を得る―
が必要である。読むことは、国語科だけでなく教科の枠を越え、
小中高で連携して育成していくことが必要という観点から、小中
高の全教員を対象とする。

京都府京都市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

60人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506204号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

本講習は生き物を育てて利用する、いわゆる栽培学習と飼育学
習の教育的意義に関する内容を持つ。大きく基礎的内容を講義
にて学習する前半と、それを受けて体験学習する後半との2部で
【選択】子どもにとっての栽培・飼
構成する。前半では栽培・飼育学習が子ども達の心の成長等に 土屋 英男（教育学部教授）
育学習の意義およびお茶を実習
与える教育的効果について修得する。後半は栽培生産物の利用 原田 信一（教育学部教授）
題材とする指導法
のうち、茶葉の加工と利用に関する実習と、お茶の味わい方に関
する実験を通して、学習題材としてのお茶の活用法とその意義に
ついて修得する。

京都府京都市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

60人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506205号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

【選択】書道実技講座 書写・書
道で扱う仮名文字の研究Ｂ

小学校・中学校（国語）書写、高等学校書道で扱う仮名文字を講
義・実習を通じて研修し、書写と書道の関連性を仮名文字から考 岡田 直樹（教育学部教授）
える。

京都府京都市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校・中学校
（国語）・高等学
校（書道）教諭

6,000円

60人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506206号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

本学で作成している「先生を究めるWeb講義」のうち２本（①「主体
的・対話的で深い学びを実現するために」と②「カリキュラム・マネ
ジメントの充実」）を視聴し、その内容の要点レポートを1本あたり 徳永 俊太（大学院連合教職実践研究科准教
【選択】反転研修 学習とカリキュ
200～300字で作成し、７月20日（金）までに提出する。８月７日
授）
ラム
（火）午後の対面授業では、視聴した内容をもとにテーマを設定 樋口 とみ子（教育支援センター准教授）
し、受講生の学校現場での実践に照らし合わせながらグループ・
ディスカッションを通して課題解決の方法を考える。

京都府京都市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506207号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

新しい学力の育成と共に、少子高齢化の急速な進行、持続可能
な社会のあり方など、教育をめぐる重大な課題を踏まえて、身体
と動きのリテラシーを育てる体育カリキュラム論について検討し、
井谷 惠子（教育学部教授）
カリキュラムの方向性についてグループワークを行う。また、体育
小松崎 敏（教育学部准教授）
の授業を行うにあたって踏まえておくべき基本的な事項を含め
て、学習内容や運動教材という少し広い視野から、これからの時
代に求められる体育授業のあり方について考えていく。

78 / 271 ページ

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講習では、英語の教養を深める視点から、言語としての英語の
不思議さ、英語について思索することの面白さを教授する。英語
学、英米文学をそれぞれ専門とする講師が、英語の音韻（リズ
児玉 一宏（教育学部教授）
ム・強勢パターン）、語彙、文法、文体などをテーマとして取り上
奥村 真紀（教育学部准教授）
げ、平易に講義する。言葉の宇宙を探訪することの素晴らしさ、
英語の教養を身に付けることの大切さを再発見することを通し
て、一歩進んだ英語力を習得する一助としたい。

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

40人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506208号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校・中学校
（国語）・高校（国
語）教諭

6,000円

50人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506209号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校・中学校
（理科）・高等学
校（理科）教諭

6,000円

30人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506210号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

本学で作成している「先生を究めるWeb動画２本」を視聴し（視聴
すべき２本の動画はこちらで指定）、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点レポートを作成し提出する。
相澤 雅文（特別支援教育臨床実践センター教
また、８月９日（木）の対面授業では、視聴した内容を基にテーマ
授）
京都府京都市
を設定し、自身の学校現場での実践を照らし合わせたアクティブ・
三盃 亜美（大阪教育大学教育学部講師）
ラーニングで課題解決の方法を考える。レポート提出時までに、
視聴した２本の中からディスカッション時に参加したいテーマを決
めておく（順位づけをしておく）。

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭

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

6,000円

30人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506211号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成30年8月9日

教諭
栄養教諭

小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭、
栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506212号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成30年8月9日

教諭
小学校・中学校
養護教諭 教諭、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

50人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506213号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校・中学校
（理科）・高校学
校（理科）教諭

6,000円

30人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506214号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

45人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506215号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成30年8月10日

教諭

中学校（英語）・
高校学校（英語）
教諭

6,000円

40人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506216号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506217号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

【選択】理科授業の実践的事例
（生物・地学分野）

生物分野：短時間で動物組織を観察できる簡易凍結徒手切片法
の習得、及び、観察例として、哺乳類小腸柔毛を両生類カエルの
梶原 裕二（教育学部教授）
小腸と比較し、柔毛の発達を体験的に理解する
地学分野：日常経験する気象現象や災害の原因となる地震に関 谷口 慶祐（教育学部准教授）
して、私たちが見過ごしがちな事例を改めて考え直し、その現象
の本質を正しく理解することを目指す

【選択】反転研修 特別な教育
ニーズのある子どもの理解と支
援

京都教育大学

主な受講対象者

小学校・中学校
（英語）教諭

京都教育大学

本学で作成している「先生を究めるWeb動画２本」を視聴し（視聴
すべき２本の動画はこちらで指定）、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点レポートを作成し提出す
【選択】反転研修 家庭科教育に
る。また、８月９日（木）の対面授業では、視聴した内容を基に前 湯川 夏子（教育学部教授）
おける食育－おいしさの科学とア
半では「おいしさの科学」について簡単な演習を通じて理解を深 榊原 典子（教育学部教授）
クティブ・ラーニングの観点から－
める。後半では食育に通じる家庭科の課題を取り上げ、深い学び
の実現に迫る学習指導の在り方について考える。

【選択】子どもの健康を考える

対象職種

教諭

皇族から「追放」された光源氏は、にもかかわらず「王権」ににじり
寄り、ついには「准太上天皇」の位にたどり着く。しかしそこには、
藤壺との不義密通が不可欠なものとして存在した。至高の栄華
【選択】源氏物語ー藤壺の性と生 の裏には至高の罪過があったのである。光源氏の栄華で結ばれ 宗雪 修三（教育学部教授）
る藤裏葉巻であるが、そこでは藤壺の性と生はどのようなもので
あったのか？ 一人の「女」として藤壺の生の証を、本文読解の
許にたどってみたい。

京都教育大学

講習の期間

6時間 平成30年8月7日

【選択】小・中学校教員のための
英語の基礎知識

京都教育大学

時間数

京都府京都市

京都教育大学

京都教育大学

講習の開催地

現代の子どもを取り巻く環境は、安全性や生活の利便性などは
以前より良好となったが、一方で運動不足やジャンクフードなどに
より、生活習慣に起因する問題点が多く指摘されるようになって
きた。本講習では、子どもの健康問題として、小児肥満とメタボ
井上 文夫（教育学部教授）
リックシンドローム、運動が健康に与える影響、子どもの睡眠問
題、姿勢と足育などを中心に話題提供し、子どもにとって健康的
な生活習慣を獲得するには何が重要かを考える機会としたい。
受講対象は小・中学校教諭、養護教諭、栄養教諭である。

アクティブ・ラーニングの視点である「主体的・対話的で深い学び」
を理解するために、理科活用汎用的スキルを体験的に学びま
す。マルチプル・インテリジェンス法によるグルーピング、協働的
【選択】アクティブ・ラーニングを理 で自由度の高い探究プロセス（「紙コップの不思議」「火起こしの
村上 忠幸（教育学部教授）
解するための探究学習
科学」「アゲハチョウの不思議」等）の体験、支援のためのコーチ
ング、省察の方法について学び、アクティブ・ラーニングによる深
い学びに迫ります。

京都教育大学

村上
「教員は学校で育つ」－経験から学ぶOJTを有効なものにするメ 橋本
【選択】反転研修 先生を育てるメ
ンターシップを育成するために「省察力」「コーチング力」「アセスメ 初田
ンターシップ育成講座－省察力・
ント力」を体験的に学びます。初任者研修指導やメンターに興味 飛田
コーチング力・アセスメント力－
のある方に受講をすすめます。
岡田
西井

忠幸（教育学部教授）
京子（教職キャリア高度化センター教授）
幸隆（教職キャリア高度化センター教授）
京都府京都市
祥（教育支援センター准教授）
敏之（教育支援センター教授）
薫（教育支援センター教授）

京都教育大学

小中連携・「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え
【選択】新学習指導要領における 方」・「聞くこと、読むこと、話すこと（やりとり・発表）、書くことの言
西本 有逸（教育学部教授）
中学校高校外国語（英語）の指導 語活動」・評価（特にCan-Do評価とパフォーマンス評価）などにつ
泉 惠美子（教育学部教授）
と評価
いて理論と実践を融合させる講義およびワークショップを行いま
す。

京都教育大学

【選択】音楽科授業のための基
本・応用講座

小学校音楽科授業における有用な内容について講義と演習で学
びます。
前半は歌唱共通教材の伴奏法の基本及び鑑賞教材分析の視点 小笠原 真也（教育学部教授）
について（講義形式）
山口 博明（教育学部准教授）
後半は鍵盤ハーモニカやリコーダー等の楽器を用いた合奏につ
いて（演習形式）
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

京都教育大学

京都教育大学

京都教育大学

大阪教育大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】新聞活用入門講座

京都府京都市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

40人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506218号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

【選択】反転研修 アクティブ・
ラーニングで情報教育を考える

京都教育大学で公開している「先生を究めるWeb動画2本」を視
聴し（視聴すべき２本の動画はこちらで指定）、7月20日（金）まで
に１本当たり２００～３００字で視聴内容の要点レポートを作成し
多田 知正（教育学部教授）
提出する。また、本講習は奈良教育大学との二大学間連携講習
伊藤 剛和（奈良教育大学次世代教員養成セン 京都府京都市
で、対面授業では視聴内容を基にテーマ設定し、アクティブ・ラー
ター教授）
ニングによる課題解決方法を考える。最終時限に奈良教育大学
開設の同テーマの講習会場と双方向遠隔授業システムで結び、
全体交流と総括講義を行う。

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506219号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

6時間 平成30年9月8日

教諭

中学校（家庭）・
高等学校（家庭）
教諭

6,000円

20人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056506220号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

教諭

小学校教諭、中
学校国語科教諭 18,000円
向け

100人

平成30年5月6日～
平成30年7月27日

平30-10059506142号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

高等学校国語科
18,000円
教諭向け

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30-1005950人
506143号
日
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/

小学校教諭、中
学校社会科教諭 18,000円
向け

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30-1005980人
506144号
日
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30-10059506145号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059506146号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

18,000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30-1005950人
日
506147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/

高等学校数学科
18,000円
教諭向け

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30-1005940人
日
506148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/

住生活分野を中心に簡単な実習を交えながら、安全・安心な暮ら
し方について考えていきます。具体的には「家庭内事故の実態と
防ぎ方」、「家庭防災会議の議題を考えよう」をテーマに取り上げ
延原 理恵（教育学部准教授）
【選択】住生活分野の実習－安全 ます。なお、本講習は大阪教育大学との二大学間連携講習で
す。最終時限に大阪教育大学開設の同テーマの講習会場と双方 碓田 智子（大阪教育大学教育学部教授）
な住まいの学習を中心に－
向遠隔授業システムで結び、ディスカッション・合同発表会を行い
ます。
国語学、国語表現学、国語教育の最先端の知見を用いて、小学
住田 勝（教育学部教授）
【選択】小中連携国語科学習指導 校、中学校の国語科学習指導を系統化するための実践的な国語
野浪 正隆（教育学部教授）
科教材研究の取り組み、ならびに国語科授業開発の取り組みの
の開発
井上 博文（教育学部教授）
場を提供する。
日本と中国の古典および近現代にわたる言語と文化に関して、
講師がそれぞれの専門の観点から講義を行います。その中で高
等学校「国語」の学習指導に関わる新たな知見の獲得を目指す
ことを最大の目標とします。また、言語のコミュニケーションとして
の機能に着目し、生徒の日常生活における国語力の強化につい
て考えるひとつのきっかけともしたいと考えています。

小野
佐藤
中野
石橋

恭靖（教育学部教授）
一好（教育学部教授）
知洋（教育学部准教授）
紀俊（教育学部教授）

【選択】日本・中国の言語と文化

大阪教育大学

社会科の授業開発・改善について、国の教育改革や学習指導要
領の改訂を踏まえるとともに、社会科教育学会及び関連する学
会等の研究動向を紹介し、授業開発・改善の仕方について講義・
実習を行う。
【選択】社会科授業改善の理論と
１）社会科について、最近の教育改革の方向性を踏まえ、教育課 峯 明秀（教育学部教授）
方法
程の編成、学習指導要領改訂のねらい等について解説し、優れ
た授業実践を取り上げ分析する。
２）社会科教育学の研究状況を解説し、授業開発・改善について
の理解を深める。

大阪教育大学

いのちの教育の理論を紹介し、その実践の仕方を実際の教材を
もとに考察する。具体的には、小中高等学校の国語や社会の教
科書、道徳の副教材などを取り上げ、いのちが学校でどのように
【選択】いのちの教育の理論と実
扱われているかを解明しつつ、いのちの教育の可能性や意義を 岩田 文昭（教育学部教授）
践
説明する。講義では能動的な参加ができるような工夫をしたい。
また、宮沢賢治の教材研究によって国公立学校の位置づけや宗
教教育との関係を説明する。

大阪教育大学

【選択】思考力・表現力を育てる
算数教育の現状と課題

１．算数・数学を楽しむ教材として、「結び目の数学」を体験する。 柳本 朋子（教育学部教授）
２．小学校算数と中学校数学の接続のための教材研究や数学的 真野 祐輔（教育学部准教授）
活動に基づく授業づくりについて検討する。
瀬尾 祐貴（教育学部教授）

【選択】中・高等学校教員のため
の数学

１．暗号・・・初等整数論が重要な役割を果たしている「暗号の世
界」について学ぶ。
２．数列・関数・極限・級数と解析学・・・微分積分学の基礎概念
の確認と最新の解析学の理論。
３．確率論・統計学・・・確率論・統計学の復習と最近のトピックス
について。
４．結び目の数学の教材化・・・結び目の理論の中から中学生の
教材として。

田中
馬場
貞末
岡安
岩瀬

秀典（教育学部教授）
良始（教育学部教授）
岳（教育学部准教授）
類（教育学部准教授）
謙一（教育学部非常勤講師）

【選択】数理・情報の世界

数学は数千年の歴史を持ち、学校教育の中で扱われるのはその
一部分に過ぎません。通常のカリキュラムでは、積み上げ型の教
科の特性として、基礎的な部分が中心になり、最先端の話題に
触れる余裕がありません。また、コンピュータの発達に伴い、数学
においても実験的な要素を取り込むことが可能となってきました。
この講座では、高等学校で教えられる数学の背景と発展などを
多面的に紹介するとともに、コンピュータ実習を行います。

藤井
芦野
藤田
守本
町頭
森岡
平木
湯浅
望月
縄田

淳一（教育学部教授）
隆一（教育学部教授）
修（教育学部教授）
晃（教育学部教授）
義朗（教育学部教授）
達史（教育学部教授）
彰（教育学部教授）
久利（教育学部准教授）
久稔（教育学部准教授）
紀夫（教育学部講師）

大阪教育大学

時間数

新聞（記事）を活用して、情報を読み解きながら、考え、伝えあうと
いう学習スタイルは、次期学習指導要領で求められるアクティブ・
ラーニングに最適な学習方法です。本講座では、これから新聞活 平石 隆敏（教育学部教授）
用（新聞を読む・新聞を知る・新聞を作る）に取り組んでみようと 神﨑 友子（京都教育大学附属桃山中学校教
考えている先生方に、新聞活用の意義や教科での活用方法など 諭）
について、解説とワークショップ等を通して学んでいただきます。
また新聞記者を招いてお話しいただくことも予定しています。

大阪教育大学

大阪教育大学

講習の開催地

京都府京都市

大阪府大阪市

大阪府大阪市

大阪府大阪市

平成30年9月15日、平
18時間 成30年9月22日、平成
30年9月29日

18時間

18時間

平成30年7月25日～
平成30年7月27日

平成30年7月25日～
平成30年7月27日

教諭

教諭

大阪府大阪市

18時間

平成30年8月1日～
平成30年8月3日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭向 18,000円
け

大阪府大阪市

18時間

平成30年7月25日～
平成30年7月27日

教諭

小学校教諭向け 18,000円

大阪府大阪市

大阪府柏原市

18時間

18時間
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平成30年7月25日～
平成30年7月27日

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

教諭

教諭

中・高等学校数
学科教諭向け

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
80人
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
50人 月6日～平成30年6月8
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合が

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師
生田
片桐
神鳥
種田
辻岡
吉本

享介（教育学部准教授）
昌直（教育学部教授）
和彦（教育学部教授）
将嗣（教育学部准教授）
強（教育学部教授）
直弘（教育学部准教授）

大阪教育大学

理科の実験室で3人または4人ずつのグループを作り，理科の各
分野（A:物質・エネルギー，B:生命・地球）における観察や実験の
【選択】楽しく役立つ理科実験入
勘所やノウハウ，楽しく役立つ教材の利用法などを6つのテーマ
門（Ａ）－理科室をもっと活用した
にわたって紹介します。授業は、実際にグループ実験して頂いた
い－
り、演示実験による講習も行ったりします。同時に，その原理につ
いてもていねいに解説します。

大阪教育大学

安積 典子（科学教育センター講師）
理科の実験室で3人または4人ずつのグループを作り，理科の各
岡崎 純子（教育学部准教授）
【選択】楽しく役立つ理科実験入 分野（A:物質・エネルギー，B:生命・地球）における観察や実験の
川村 三志夫（教育学部教授）
門（B）－理科室をもっと活用した 勘所やノウハウ，楽しく役立つ教材の利用法などを6つのテーマ
越桐 國雄（教育学部教授）
にわたって紹介し、実際にグループ実験していただきます。また、
い－
深澤 優子（教育学部准教授）
その原理についてもていねいに解説します。
横井 邦彦（教育学部教授）
主に理科の第２分野（生命・地球）において、実際に野外で自然
観察を行う場合に注意すべき点、野外観察に関連した実験の方
法などを６つのテーマについて紹介します。本講習では、野外実
習、屋内での実験と講義を行う予定です。野外実習は、講習会場
の周辺で行い、屋内の実験と講義は、実験室または普通教室で
行う予定です。野外実習は、天候により変更される場合もありま
す。

大阪教育大学

【選択】自然観察入門

大阪教育大学

物理および化学分野の基礎となる項目、光と密度（物理）、酸・塩
基と電池（化学）についてわかりやすく講義または実験指導も行
います。実験は中学校の理科室でも十分実施可能なように工夫
【選択】物質とエネルギーの視点
されています。物質とエネルギーが密接にかかわる環境につい
から考える中学校理科
て理解を深め、これを理科の授業で取り上げる場合の展開方法
について指導します。6回の講習は、実験中心（2回）、講義中心
（4回）で構成されています。

大阪教育大学

【選択】現代科学・技術につなが
る高等学校理科

高等学校で履修する理科を基礎として、学習したことが現代科
学・技術にどの様につながっていくか理解するのが本講習の目
的です。講習は理科の全分野(物理、化学、生物、地学、理科教
育)を含んでおり、各分野から選ばれた最新のトピックスについて
講義を行います。講習内容は、専門分野でない方が受講しても
興味が持てるように工夫されています。高等学校で理科を教える
際に、現代科学・技術へのつながりも含めれば生徒の興味を引く
ことができ、ひいては理科離れを軽減することが期待されます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

教諭

小学校教諭向け 18,000円

30人

大阪府柏原市

18時間

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

教諭

小学校教諭向け 18,000円

30人

乾 陽子（教育学部准教授）
鵜澤 武俊（教育学部准教授）
小西 啓之（教育学部教授）
仲矢 史雄（科学教育センター准教授）
広谷 博史（教育学部教授）
松本 桂（教育学部准教授）

大阪府柏原市

18時間

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校理科教 18,000円
諭向け

24人

中田 博保（教育学部特任教授）
久保埜 公二（教育学部教授）
串田 一雅（教育学部准教授）
谷 敬太（教育学部教授）
鈴木 康文（教育学部教授）
石川 聡子（教育学部教授）

大阪府柏原市

18時間

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

教諭

中学校理科教諭
18,000円
向け

20人

教諭

教諭

18時間

大阪教育大学

音楽科の教材研究と方法研究
・教材研究
声楽、ピアノ、音楽学の各分野より、教科書に記載されている
楽曲の見方、扱い方、表現方法等について、実技を交えて講義
【選択】教科書の教材曲の研究と
する。
学習指導要領に基づく授業改善
・方法研究
学習指導要領(現行)の内容に即し、授業構成と評価の仕方、
指導技術等について、模擬授業のアプローチやビデオ資料を
使って実践的に講義する。

藤倉
寺尾
猿谷
北川
田中
吉野
兼平

智文（教育学部特任教授）
正（教育学部特任教授）
紀郎（教育学部准教授）
純子（教育学部教授）
龍三（教育学部特任教授）
秀幸（教育学部准教授）
佳枝（教育学部准教授）

大阪府大阪市

平成30年9月15日、平
18時間 成30年9月22日、平成
30年9月29日

大阪教育大学

【選択】吹奏楽指導者講習

本講習では、まず初めに吹奏楽で使用される各楽器の特性、
チューニング、メンテナンス方法などの専門知識を学びます。そ
の後、美しいハーモニー作りや基礎合奏などを体験し、指揮の基
本講習を受けた上で最終的に本学ウィンドオーケストラを指揮
し、実践的な指揮法の基礎を習得します。世界的に見てもハイレ
ベルな日本の吹奏楽は、学内での課外活動として独自の発達を
してきました。西洋音楽の歴史から吹奏楽の生い立ちや、スコア
リーディングについても講義形式で学びます。

神代
中務
北川
卜田

修（教育学部准教授）
晴之（教育学部教授）
文雄（教育学部教授）
隆嗣（教育学部教授）

【選択】図工・美術の教材体験

三日間で主に実材をつかった次の制作を体験し、教材化への視
点を探り、児童生徒の感性や身体感覚に基づく教材への発展を
目指します。
○一味違った陶芸作品の作り方を通して、モノが出来ていくプロ
加藤 可奈衛（教育学部教授）
セスまた完成した時の達成感をあらためて体験します。
佐藤 賢司（教育学部教授）
○石膏を主素材にして、型取りなどによる造形方法を体験しま
す。また、そこから派生する様々な展開の可能性を探ります。
○身近な材料や道具で染めを楽しみながら、基本的な染めの原
理や表現の基礎を学びます。

【選択】図工・美術の教材体験

三日間で主に実材をつかった次の制作を体験し、教材化への視
点を探り、児童生徒の感性や身体感覚に基づく教材への発展を
目指します。
○一味違った陶芸作品の作り方を通して、モノが出来ていくプロ
加藤 可奈衛（教育学部教授）
セスまた完成した時の達成感をあらためて体験します。
佐藤 賢司（教育学部教授）
○石膏を主素材にして、型取りなどによる造形方法を体験しま
す。また、そこから派生する様々な展開の可能性を探ります。
○身近な材料や道具で染めを楽しみながら、基本的な染めの原
理や表現の基礎を学びます。

【選択】美術表現への導入として

本講習の目的は、美術を取り巻く今日的な課題の考察を通して、
美術表現に対する視野を広げ、魅力ある授業作りへヒントを提供 江藤 亮（教育学部准教授）
することです。そのために、実技分野専任教員による絵画・立体 五明 真（教育学部准教授）
造形・ヴィジュアルデザインの実技講習を実施し、多様化する美 寺島 みどり（教育学部准教授）
術表現の現在を、理論と実践の両側面から考察します。

大阪教育大学

受講料

18時間

大阪府柏原市

大阪教育大学

主な受講対象者

大阪府柏原市

畦 浩二（教育学部教授）
川越 毅（教育学部教授）
鈴木 剛（教育学部教授）
堀 一繁（教育学部准教授）
喜綿 洋人（教育学部准教授）
堀 真子（教育学部准教授）

大阪教育大学

対象職種

大阪府柏原市

大阪府柏原市

大阪府柏原市

大阪府柏原市

18時間

18時間

18時間

18時間
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平成30年8月8日～
平成30年8月10日

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

受講者募集期間
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
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
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。）

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平30-10059506149号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059506150号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059506151号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059506152号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

高等学校理科教
18,000円
諭向け

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30-1005920人
506153号
日
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/

幼稚園・小学校
教諭、中・高等学
校音楽科教諭、 18,000円
特別支援学校教
諭向け

40人

平30-10059506154号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平成30年5月6日～
平成30年7月27日

教諭

中・高等学校音
楽科教諭向け

18,000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30-1005930人
日
506155号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合が
ある。）

教諭

幼稚園・小学校
教諭, 中・高等学
校美術科教諭, 18,000円
特別支援学校教
諭向け

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30-1005920人
日
506156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/

教諭

幼稚園・小学校
教諭, 中・高等学
校美術科教諭, 18,000円
特別支援学校教
諭向け

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30-1005920人
日
506157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/

教諭

中学校・高等学
校美術科教諭、
18,000円
特別支援学校教
諭向け

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30-100597人 月6日～平成30年6月8
506158号
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合が

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

主に、小・中学校における書写のテキストの技法分析と習得を中
心に行う。また、テキストの手本となっている書の背景にある古典
の学習も行い、漢字・かな文字の基本的な技法を習得し、指導の 池田 利広（教育学部教授）
瀨川 賢一（教育学部准教授）
幅を広げる。
出野 文莉（教育学部特任准教授）
その上で、小・中学校での書写から高等学校での書道へのス
ムーズな連携について考察し、その為の書写の学習内容の在り
方・古典の鑑賞方法などを考える。
喜久（教育学部教授）
泰志（教育学部教授）
宗弘（教育学部准教授）
功一（教育学部准教授）

大阪府柏原市

18時間

平成30年7月25日～
平成30年7月27日

教諭

小学校教諭向け 18,000円

喜久（教育学部教授）
悟（教育学部教授）
宗弘（教育学部准教授）
剛司（教育学部講師）

大阪府柏原市

18時間

平成30年7月25日～
平成30年7月27日

教諭

小学校教諭向け 18,000円

大阪教育大学

体育科の学習指導の考え方・進め方について、学習指導の趣旨
赤松
および改訂の背景を踏まえて講義する。また、小学校における体
古和
【選択】体育科の学習指導の理論
育科指導についての基本的な考え方を踏まえ、授業の進め方及
鉄口
と実際②
び指導のポイントについて、保健領域の講義ならびに器械運動と
小川
陸上運動の各領域を事例とした実技・実習によって講じる。

大阪教育大学

中学校および高等学校では保健体育科の必修科目として武道と
舞踊の各領域に加え、「体育理論」領域が設けられている。これ
らを教育するにおいてはわが国内外の伝統的な運動文化に対す
林 洋輔（教育学部講師）
【選択】「スポーツ」の見方を再考
る理解のみならず、「体育とスポーツの違い」といった体育学の初
千住 真智子（教育学部教授）
する：武道・舞踊と体育哲学から
歩的な知見やオリンピック教育など、試合の勝敗とは異なる視点
太田 順康（教育学部教授）
の視点
からの考察が不可欠となる。本講習では武道と舞踊そして体育
哲学の観点から実技講習を交えつつ、各領域への知見を深めて
いく。
スポーツ競技力向上について、理論と実践の両側面から学んで
いく。三日間の内容としては、①テニスのサーブ動作を事例とし
て、バイオメカニクス的観点からハイパフォーマンスを導き出す指
石川 美久（教育学部講師）
導法について概説する。②バレーボールのパフォーマンスを最近
西島 吉典（教育学部教授）
のスポーツ科学的知見から捉え直し、その考え方を基に実際に
吉田 雅行（教育学部教授）
実技を行う。③国内外の最近の柔道の競技傾向をスポーツ科学
的に分析した上で、その技術の実践およびその指導法を概説す
る。

【選択】中学校教員を対象とした
ものづくりに関する講習

大阪教育大学

受講料

小学校教諭、中
学校書道担当教 18,000円
諭向け

赤松
生田
鉄口
井上

大阪教育大学

主な受講対象者

教諭

体育科の学習指導の考え方・進め方について、学習指導要領の
趣旨および改訂の背景を踏まえて講義する。また、小学校におけ
【選択】体育科の学習指導の理論
る体育科指導についての基本的な考え方を踏まえ、授業の進め
と実際①
方および指導の要点について、保健領域の講義ならびに水泳と
ボール運動各領域の実技・実習を通して講じる。

大阪教育大学

対象職種

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

大阪教育大学

養護教諭に求められている資質や児童・生徒等を取り巻く健康問
【選択】養護教諭－力量形成のた 題について、生体の機能や環境への適応と健康障害、救急看
護、ヘルスプロモーション、養護教諭の果たすべき役割など多角
めの理論と実践
的に講義する。

講習の期間

18時間

【選択】楽しく学ぶ書写実践講座

【選択】スポーツ実践とその指導
法

時間数

大阪府柏原市

大阪教育大学

大阪教育大学

講習の開催地

大阪府柏原市

大阪府柏原市

18時間

18時間

平成30年7月25日～
平成30年7月27日

平成30年7月25日～
平成30年7月27日

認定番号

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059506160号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059506161号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059506164号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059506165号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059506166号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

教諭

中・高等学校保
健体育科教諭向 18,000円
け

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30-1005930人
506163号
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

18時間

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

養護教諭

① エネルギー変換に関わる講義と実験
② 材料加工に関わる講義と実験・実習
③ 情報に関わる講義

永冨
今中
篠澤
光永
成田

一之（教育学部教授）
誠（教育学部特任教授）
一彦（教育学部教授）
法明（教育学部准教授）
一人（教育学部准教授）

大阪府柏原市

18時間

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

【選択】家庭科は おもしろい

次期学習指導要領の概要を解説し、今後求められる小中家庭科
の資質・能力、知識・技能、学びに向かう視点等を理解する。ま
た、家庭科のおもしろさを実感できる授業について演習を通して
考える。具体的には、ライフステージごとの家族のあり方につい
て、ライフデザインの視点から考えたり、幼児理解のための教材
の活用方法を検討したり、消費者教育について問題解決型の授
業を構想したりする。

大本
鈴木
小崎
加賀

久美子（教育学部教授）
真由子（教育学部教授）
恭弘（教育学部准教授）
恵子（教育学部特任准教授）

大阪府大阪市

18時間

大阪教育大学

【選択】家庭科に活用できる食
物・被服の実験・実習

本講座では、家庭科などで実施可能な実験・実習のうち、食物・
被服の分野から授業に取り入れやすいものを中心に取り上げて 中田 忍（教育学部教授）
紹介します。具体的には調理操作による食品成分の変化を理解 井奥 加奈（教育学部教授）
するための調理科学実験や、市販の加工食品に関する実習、実 山田 由佳子（教育学部准教授）
験。手作りフェルトの実習等を通して羊毛の性質を解説します。

大阪府柏原市

18時間

大阪教育大学

体験・実習を通じて住まいと食生活分野の学習を検討します。住
まいの分野では、机上でできる実習を通じて安全な住まいについ
て考えます。また、「大阪市立住まいのミュ－ジアム（大阪くらしの
【選択】体験・実習を通じた住まい
碓田 智子（教育学部教授）
今昔館）」の江戸時代の町並みが再現された展示室を活用した
と食生活分野の学習
西川 章江（教育学部准教授）
体験型住まい学習を経験してもらいます。食生活分野では、食品
のおいしさ、食の安全性等に関しての実習を通して、食生活の中
の健康と安全について考えます。

大阪府柏原市

18時間

大阪教育大学

英語科教育及び応用言語学の理論と実践の両面を考慮に入
れ、英語の教授・学習の 過程に働く原理・原則を学びます。英語
【選択】中学校及び高等学校にお 科教育の目標を見直した上で、総合的な英語コミュニケーション
ける英語授業の理論と実践
能力を育てうる中学校及び高等学校における英語授業のあり方
や授業における課題などについて議論していきます。また、DVD
を通して、優れた授業を視聴し、授業分析をしていきます。

大阪府大阪市

平成30年9月15日、平
18時間 成30年9月22日、平成
30年9月29日

18,000円

40人

教諭

中学校技術科教
18,000円
諭向け

12人

平成30年7月25日～
平成30年7月27日

教諭

小学校教諭、中
学校家庭科教諭 18,000円
向け

40人

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

教諭

中・高等学校家
庭科教諭向け

18,000円

20人

平30-10059506167号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

養護教諭向け

ＵＲＬ

072-978-3558

中・高等学校保
健体育科教諭向 18,000円
け

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
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
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

電話番号

平30-10059506159号

教諭

泰介（教育学部准教授）
由美子（教育学部教授）
鉄也（教育学部教授）
久美子（教育学部教授）
あかね（教育学部准教授）
美幸（教育学部講師）
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受講者募集期間

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
30人
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
40人 月6日～平成30年6月8
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合が
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
40人 月6日～平成30年6月8
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合が

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30-1005930人
506162号
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合が
ある。）

榎木
永井
松本
平田
橋弥
平井

加賀田 哲也（教育学部教授）
金井 友厚（教育学部非常勤講師）
箱﨑 雄子（教育学部准教授）
橋本 健一（教育学部准教授）

受講人数

教諭

中・高等学校家
庭科教諭向け

18,000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30-1005920人
日
506168号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合が
ある。）

教諭

中・高等学校英
語科教諭向け

18,000円

40人

平成30年5月6日～
平成30年7月27日

平30-10059506169号

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講義内容は、英語をどう教えるべきかではなく、英語の母語話者
がどんな文法知識を持っていると現代の言語学で考えられてい
るのかをご紹介するものです。その内容は、2学期からすぐに先
生方の英語の授業のお役に立つとは限りません(教授法でも授 寺田 寛（教育学部教授）
業研究でもなく、先生方に模擬授業をして頂く予定もありません)
が、例年定員をほぼ満たす受講者が来て下さり、多くの先生方か
らご好評を頂きました。

講習の開催地

大阪教育大学

【選択】授業を基礎から支える英
語統語論

大阪教育大学

金森 裕治（教育学部教授）
山本 利和（教育学部教授）
冨永 光昭（教育学部教授）
インクルーシブ教育システム構築をめぐる現在の教育･研究の動
井坂 行男（教育学部教授）
【選択】特別支援教育の現状と課
大阪府大阪市
向について、特別支援教育学・特別支援心理学・特別支援臨床
西山 健（教育学部教授）
題
学の各専門分野から多角的に講義及び討論を併せ行う。
平賀 健太郎（教育学部准教授）
三盃 亜美（教育学部講師）
野田 航（大学院連合教職実践研究科准教授）

大阪教育大学

【選択】生涯学習と人間形成

教育基本法第三条「生涯学習の理念」に則り教育を実践する力
量を受講生に習得させることを目標とする。また生涯にわたる発
達と学習、それを指導する教師の役割、そのような教職の意義を
テーマとする。胎児期から死期までの発達過程を解説し、各段階
山田 正行（教育学部教授）
における発達課題、この達成のための学習、その指導と教育に
ついて講義する。古典の叡智に立ち、高度情報化がグローバル
に進展する現代のニーズに対応できる教育実践力を、アクティ
ブ・ラーニングからアクション・リサーチに即して習得させる。

大阪教育大学

【選択】学校における心理・福祉
領域からの教育協働

近年、不登校・いじめ問題・発達障がいのある子どもやその保護
者への対応等、教育臨床においては困難な問題が山積してい
る。本講習では、教育現場において必要となる社会福祉や心理 新崎 国広（教育学部教授）
学の知識についての解説や受講生によるグループワーク演習を 石橋 正浩（教育学部准教授）
行う。例えば、特別なニーズのある子どもや家庭の理解と支援・ 寺坂 明子（教育学部講師）
教育の方法、教員とソーシャルワーカーやスクールカウンセラー
が協働する意義と協働のコツなどに焦点をあてる。

大阪教育大学

廣木 義久（教育学部教授）
秋吉 博之（大学院連合教職実践研究科教授）
冨永 雅（教育学部准教授）
宍戸 隆之（教育学部准教授）
小学校のいくつかの授業科目をとりあげ、「魅力的な授業づくり」 加藤 あや子（教育学部准教授）
のための基礎講座として、教師にとって必要な専門的な知識や 辻本 英和（教育学部教授）
技能、授業方法や授業展開にかかわるポイントについて実践的 家木 康宏（教育学部教授）
大阪府大阪市
【選択】小学校教科オムニバス①
出野 卓也（教育学部教授）
な視点から講習を行う。なお、取り上げる教科は国語・英語・算
種村 雅子（教育学部准教授）
数・理科・社会・音楽・図工・体育からピックアップする予定であ
大木 愛一（教育学部教授）
る。
松井 祐（教育学部准教授）
生馬 裕子（教育学部准教授）
裴 光雄（教育学部教授）
田中 俊弥（教育学部教授）

大阪教育大学

大木 愛一（教育学部教授）
松井 祐（教育学部准教授）
加藤 あや子（教育学部准教授）
秋吉 博之（大学院連合教職実践研究科教授）
小学校のいくつかの授業科目をとりあげ、「魅力的な授業づくり」 冨永 雅（教育学部准教授）
のための基礎講座として、教師にとって必要な専門的な知識や 出野 卓也（教育学部教授）
技能、授業方法や授業展開にかかわるポイントについて実践的 種村 雅子（教育学部准教授）
【選択】小学校教科オムニバス②
大阪府大阪市
な視点から講習を行う。なお、取り上げる教科は国語・英語・算
廣木 義久（教育学部教授）
数・理科・社会・音楽・図工・体育からピックアップする予定であ
生馬 裕子（教育学部准教授）
る。
家木 康宏（教育学部教授）
田中 俊弥（教育学部教授）
宍戸 隆之（教育学部准教授）
辻本 英和（教育学部教授）
裴 光雄（教育学部教授）

大阪府柏原市

大阪府大阪市

大阪府大阪市

時間数

18時間

講習の期間

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

18時間

18時間

18時間

主な受講対象者

中・高等学校英
語科教諭向け

受講料

受講人数

受講者募集期間

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30-1005930人
506170号
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合が
ある。）

電話番号

ＵＲＬ

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059506171号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平成30年7月25日～
平成30年7月27日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学 18,000円
養護教諭
校教諭、養護教
諭向け

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30-1005950人
506172号
日
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8月1日～
平成30年8月3日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学 18,000円
養護教諭
校教諭、養護教
諭向け

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30-1005924人
506173号
日
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/

小学校教諭向け 18,000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30-1005930人
506174号
日
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/

教諭

小学校教諭向け 18,000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30-1005930人
日
506175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/

教諭

幼稚園教諭向け 18,000円

40人

平30-10059506176号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

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30-1005930人
日
506177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9月15日、平
18時間 成30年9月22日、平成
30年9月29日

18時間

対象職種

平成30年8月1日～
平成30年8月3日

平成30年8月1日～
平成30年8月3日

教諭

教諭
養護教諭

教諭

18,000円

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学 18,000円
校教諭、養護教
諭向け

80人

平成30年5月6日～
平成30年7月27日

施設の種類も多様化し、また、保幼小の接続についても新たな試
大阪教育大学

大阪教育大学

みがなされている就学前教育に関しての今後を見通し、多文化
戸田 有一（教育学部教授）
【選択】就学前教育の未来と援助 共生保育やLGBT(SOGI)など、最先端のテーマに関する講義と実
中橋 美穂（教育学部准教授）
ニーズへの対応
践紹介を行います。海外の実践も紹介し、障害共生の課題や貧
加藤 あや子（教育学部准教授）
困の課題に加えてさまざまな援助ニーズとその交差性をふまえ、
今後の実践のあり方を共に考える機会にしたいと思います。

【選択】メディア・情報リテラシー
入門

大阪府大阪市

私たちは、テレビ、新聞、インターネットなどの多様なメディアから
の情報を通して社会を知るメディア社会を生きています。ユネスコ
は、２１世紀の市民に不可欠な学びとして「メディア・情報リテラ
森田 英嗣（大学院連合教職実践研究科教授）
シー」を提案し、教員のためのカリキュラムを作成しました。本講
餅木 哲郎（大学院連合教職実践研究科准教 大阪府大阪市
習では、ユネスコのカリキュラムをベースとして体系的に「メディ
授）
ア・情報リテラシー」を学びます。講習では、講義・メディア分析・
グループワークなど、メディアについて多様な学び方を体験でき
ます。

平成30年9月15日、平
18時間 成30年9月22日、平成
30年9月29日

18時間
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平成30年8月1日～
平成30年8月3日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学 18,000円
養護教諭
校教諭、養護教
諭向け

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（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

大阪教育大学

現代社会において非常に重要な、知的財産である著作権や特
許・意匠・商標などの基本を学び、それをもとに知的財産教育を
展開できる研修を目指します。これは、単に知的財産の知識の教
【選択】著作権を含む知的財産を
育ではなく、新学習指導要領に求められる知識の活用や主体性
片桐 昌直（教育学部教授）
学んで、教育に活かしてみません
を引き出す授業、また社会に開かれた授業を展開することが出
か
来るものです。そこで、なぜ知的財産でこの様なことが出来るの
かを学んだ後、特許などの知的財産を学び、活用した授業を企
画し、発表して頂く予定です。

大阪教育大学

人権教育についての考えや悩みを出し合いつつ、多様性を尊重
する人権教育の意義と進め方について、学習活動を実体験しな
がら学ぶ。同和教育の財産を土台に、国際的な動きや政府の動
森 実（教職教育研究センター教授）
【選択】多様性を尊重する人権教
きも見ながら、いまの学校現場に応じた人権教育のカリキュラム
神村 早織（教職教育研究センター准教授）
育
づくりを身につける。カリキュラムは、互いの共通点や相違点から
始め、違いと差別について考え、差別を捉える基礎概念を学ん
で、差別をなくす行動力を追求する、という流れで構成する。
幼児期から初等教育期の連続した学び（遊び・生活科・カリキュラ
ム）について考えます。前半は幼小接続です。小学校生活科での
スタートカリキュラム・くぐらせ期の教育の演習・気付きについて
佐久間 敦史（教職教育研究センター准教授）
フィールドワーク（屋外）を行います。後半は、参加者の経験を交
岡田 耕治（教職教育研究センター教授）
流するなかで、互いの良さを共有していきます。その上で、幼児
教育と小学校教育が連携して、どのようにカリキュラムをマネジメ
ントしていけばいいのかを考えます。

講習の開催地

大阪府柏原市

大阪府大阪市

時間数

18時間

18時間

講習の期間

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

平成30年8月1日～
平成30年8月3日

平成30年8月1日～
平成30年8月3日

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭向 18,000円
け

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30-1005928人
506178号
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合が
ある。）

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭向 18,000円
け

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30-1005950人
506179号
日
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/

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

18,000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30-1005950人
506180号
日
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/

教諭

中・高等学校家
庭科教諭向け

6,000円

20人

平30-10059506181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30-1005930人
506182号
日
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/

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

【選択】幼小をつなぐ学びと遊び
のカリキュラムマネジメント

大阪教育大学

机上でできる簡単な実習を通じて、安全な住まいについて考えま
す。具体的には、1）「マンションの防災設備と安全、適切な管理を
考える教材の体験」、2）「ペ－パ－クラフト模型を組み立てながら
【選択】住生活分野の実習－安全 安全な住まいの構造を考える」を予定しています。実習のあと、こ
碓田 智子（教育学部教授）
な住まいについての学習を中心 の講習で体験したことを受講生の皆さんで共有するための意見
延原 理恵（京都教育大学教育学部准教授）
交換を行います。なお、本講習は、京都教育大学との連携講習で
に－
す。最終時限に京都教育大学開設の同テーマの講習会場と双方
向遠隔授業システムで結び、ディスカッション・合同発表会を行い
ます。

大阪教育大学

【選択】反転研修 特別な教育
ニーズのある子どもの理解と支
援

大阪教育大学

小学校国語科学習指導の諸領域のうち、物語教材の学習指導を
取り上げる。従来、その系統的な指導が十分に開発されてこな
かった物語教材の学習を、教材の構造や特徴に即した教材分析
【選択】物語教材の系統的学習指
住田 勝（教育学部教授）
ならびに授業づくりを工夫することによって、系統的に学びうる領
導の開発
棚橋 尚子（奈良教育大学教育学部教授）
域へと変えていくことを試みる。なお、本講習は、奈良教育大学と
の連携講習である。最終時限に奈良教育大学と双方向遠隔授業
システムで結び、ディスカッション・合同発表会を行う。

大阪府柏原市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭向け

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30-1005940人
日
506183号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合が
ある。）

神戸大学

ことばの認知メカニズムについて理解を深め、英語科授業実践
への応用の可能性について検討します。講習では、次のようなト
【選択】ことばの認知メカニズムか ピックを扱います。（１）語彙の獲得・処理・学習の認知メカニズ
横川 博一（大学教育推進機構国際コミュニ
ら英語授業改善のヒントをさぐる ム、（２）言語理解ーリスニング・リーディングーの認知メカニズ
ケーションセンター教授）
ム、（３）言語産出ースピーキング・ライティングーの認知メカニズ
ム

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月29日

教諭

中学校，高等学
校教諭（英語）

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-10061505160号

078-803-5208

http://www.kobeu.ac.jp/

神戸大学

【選択】教科書を使って４技能５領 中学校・高等学校の教科書をうまく使って４技能５領域の英語運
横川 博一（大学教育推進機構国際コミュニ
域の英語運用力を効果的に伸ば 用能力を効果的に伸ばすための方法論について、理論的に、ま
ケーションセンター教授）
す
た実践的に学びます。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月30日

教諭

中学校、高等学
校教諭（英語）

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-10061505161号

078-803-5208

http://www.kobeu.ac.jp/

神戸大学

【選択】英語科教育のトレンド―
新しい英語科授業を創る

石川 慎一郎（大学教育推進機構国際コミュニ
ケーションセンター教授）
大和 知史（大学教育推進機構国際コミュニ
ケーションセンター教授）
保田 幸子（大学教育推進機構国際コミュニ
ケーションセンター准教授）

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月31日

教諭

中学校、高等学
校教諭（英語）

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-10061505162号

078-803-5208

http://www.kobeu.ac.jp/

奈良教育大学

学校現場では体育・運動部活動中の突然の心停止や熱中症、ア
ナフィラキシーショックなど、児童生徒の生命に関わる重篤な傷
【選択】学校現場におけるリスク 病が毎年発生しており、これら重症度の高い傷病に対して適切な
笠次 良爾（教育学部教授）
マネジメント－重症度の高い傷病 判断を行い、迅速に対応を行うリスクマネジメントが教員には要
南部 光彦（なんぶ小児科アレルギー科院長）
とその対応について－
求されている。本講習では学校現場におけるリスクマネジメントの
基本的な考え方を示し、代表的な傷病について最新の知識と技
術を提供する。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月16日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

80人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505865号

0742-27-9108

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

本学で作成している「先生を究めるWeb動画2本」を視聴し（視聴
すべき2本の動画はこちらで指定）、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点レポートを作成し提出する。
三盃 亜美（教育学部講師）
また、8月10日（金）の対面授業では、視聴した内容を基にテーマ
相澤 雅文（京都教育大学特別支援教育臨床
を設定し、自身の学校現場での実践を照らし合わせたアクティブ・
実践センター教授）
ラーニングで課題解決の方法を考える。レポート提出時までに、
視聴した2本の中からディスカッション時に参加したいテーマを決
めておく（順位づけをしておく）。

外国語教育研究の最前線のトピックについて理解を深め、これか
らの時代の新しい英語科授業を創造する理論的・実践的スキル
を学びます。講習では、次のようなトピックを扱います。（１）語彙
研究・指導の最前線（石川講師）、（２）英語音声研究・発音指導
の最前線（大和講師）、（３）第二言語ライティング研究・指導の最
前線（保田講師）。

大阪府大阪市

18時間

大阪府柏原市

大阪府大阪市
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6時間 平成30年9月8日

6時間 平成30年8月10日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭
校教諭、養護教
諭向け

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（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
認定番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

【選択】奈良の自然と災害を知っ
て子供をまもる～防災教育入門
～

古田 壮宏（次世代教員養成センター准教授）
和田 穣隆(教育学部教授)
菅原 寛明(近畿地方整備局紀伊山系砂防事務
奈良県のこどもたちやその家族を守るために、奈良県で起こる可
所工務課長)
能性の高い災害について山間部や都市における災害に関する
高田 大介(奈良県教育委員会事務局保健体育 奈良県奈良市
知識を深めるとともに、学校における防災教育推進プランの紹介
高畑町
課指導主事)
や災害が起こったことを想定した思考トレーニングならびに防災
大内 卓久(奈良県総務部知事公室防災統括室
の基礎知識について講義を行います。
主幹)
藤田 諭亨(奈良県総務部知事公室防災統括室
主幹)

6時間 平成30年8月17日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成29年5月14日

平30-10062505866号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

【選択】奈良の自然と災害を知っ
て子供をまもる～防災教育入門
～

古田 壮宏（次世代教員養成センター准教授）
和田 穣隆(教育学部教授)
菅原 寛明(近畿地方整備局紀伊山系砂防事務
奈良県のこどもたちやその家族を守るために、奈良県で起こる可
所工務課長)
能性の高い災害について山間部や都市における災害に関する
高田 大介(奈良県教育委員会事務局保健体育 奈良県奈良市
知識を深めるとともに、学校における防災教育推進プランの紹介
高畑町
課指導主事)
や災害が起こったことを想定した思考トレーニングならびに防災
大内 卓久(奈良県総務部知事公室防災統括室
の基礎知識について講義を行います。
主幹)
藤田 諭亨(奈良県総務部知事公室防災統括室
主幹)

6時間 平成30年10月20日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

50人

平成30年7月17日～
平成30年7月23日

平30-10062505867号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

【選択】3Dプリンタで教材開発

近年の3Dプリンタの低価格化および普及が進むとともに，学校等
にある一般のコンピュータやタブレットを使った3D造形が可能に
なっており，実現したい学びに合わせた教材の開発の選択肢が 古田 壮宏（次世代教員養成センター准教授）
大きく広がろうとしています．本講座では，3Dプリンタでどのような 青木 智史（教育学部非常勤講師）
ことができるのか，どのような形で教材開発に活かせるのかにつ
いて，数人に1台の3Dプリンタを使った実習を通して学びます．

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505868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10月27日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

80人

平成30年7月17日～
平成30年7月23日

平30-10062505869号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

本講習は、調査データからみる学力を規定する要因の分析、教
室内の対人関係と学習活動、協同学習と自己調整学習による授
業づくり及び学校で生かせる学習方法の提案というテーマで構成 豊田 弘司（教育学部教授）
【選択】学習活動に生かす心理学 されている。小学生、中学生の学力向上と学校適応、そして全般 出口 拓彦(教育学部准教授)
的な教育内容の充実のため有益な内容について解説する。受講 中山 留美子(教育学部准教授)
者には各講義で解説された内容を理解し、その基礎的部分につ
いて自らの言葉で説明できるよう求める。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月15日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

6,000円

80人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505870号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

本講習は、調査データからみる学力を規定する要因の分析、教
室内の対人関係と学習活動、協同学習と自己調整学習による授
業づくり及び学校で生かせる学習方法の提案というテーマで構成 豊田 弘司（教育学部教授）
【選択】学習活動に生かす心理学 されている。小学生、中学生の学力向上と学校適応、そして全般 出口 拓彦(教育学部准教授)
的な教育内容の充実のため有益な内容について解説する。受講 中山 留美子(教育学部准教授)
者には各講義で解説された内容を理解し、その基礎的部分につ
いて自らの言葉で説明できるよう求める。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年10月20日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

6,000円

80人

平成30年7月17日～
平成30年7月23日

平30-10062505871号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

「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」について、系統的・
【選択】ICT(デジタルコンテンツ)の
体系的に扱います。
活用（教員のICT活用指導力の向
主に義務教育における児童生徒に育む情報活用能力と、ＩＣＴ等
上）
を活用した授業手法（教材開発・提示も含む）を関連づけながら
実践的な力量形成を目指した講習を実施します。

伊藤 剛和(次世代教員養成センター教授)
小﨑 誠二(奈良県立教育研究所研究開発部ＩＣ
奈良県奈良市
Ｔ教育係長)
高畑町
三村 好央(奈良県教育委員会学校教育課指導
主事)

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

6,000円

55人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505872号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

【選択】情報モラルの推進（教員
のICT活用指導力の向上）

「教員のＩＣＴ活用指導力規準表（JAPET2008策定)」のうち、「情報
モラル」を中心に扱い、学校現場と地域・家庭がどのように協力し
て取り組むか、教科指導に合わせて取り組む内容、ソーシャルメ
ディア・リテラシーのような教師の日頃からの模範となる姿勢など
を含め、体系的な指導の進め方を考えます。

伊藤 剛和(次世代教員養成センター教授)
小﨑 誠二(奈良県立教育研究所研究開発部ＩＣ
奈良県奈良市
Ｔ教育係長)
高畑町
三村 好央(奈良県教育委員会学校教育課指導
主事)

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

6,000円

55人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505873号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

新薬師寺旧境内遺跡・吉備塚古墳を構内に擁する奈良教育大学
で、文化財を足がかりに地域性を活かした伝統文化の教育内
容・教育方法について考える。各教科の力はもとより、横断的・総 山岸 公基（教育学部教授）
【選択】地域の伝統文化と文化財
合的な力量をも兼ね備えることではじめて、伝統文化・文化財を 大山 明彦（教育学部教授）
を活かす教育
学校教育に活用することが可能になる。美術と理科とを切り口と 金原 正明（教育学部教授）
しながら、総合学習を構想するうえでの宝庫でもある伝統文化・
文化財の、古くかつ新しい魅力を再発見する。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月16日

教諭

全教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505874号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

新薬師寺旧境内遺跡・吉備塚古墳を構内に擁する奈良教育大学
で、文化財を足がかりに地域性を活かした伝統文化の教育内
容・教育方法について考える。各教科の力はもとより、横断的・総 山岸 公基（教育学部教授）
【選択】地域の伝統文化と文化財
合的な力量をも兼ね備えることではじめて、伝統文化・文化財を 大山 明彦（教育学部教授）
を活かす教育
学校教育に活用することが可能になる。美術と理科とを切り口と 金原 正明（教育学部教授）
しながら、総合学習を構想するうえでの宝庫でもある伝統文化・
文化財の、古くかつ新しい魅力を再発見する。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年10月27日

教諭

全教諭

6,000円

40人

平成30年7月17日～
平成30年7月23日

平30-10062505875号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

奈良教育大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

子ども達を取り巻く社会構造の大きな変化を背景として、学校教
育が抱える課題は一層複雑・多様化し、子ども達の心と身体に影
立 正伸（教育学部准教授）
【選択】児童生徒のフィジカルヘ 響を与えている。各講義では食育、内科学、生理学、運動学分野
辻井 啓之（保健センター教授）
ルスとメンタルヘルスにおける諸 を専門とする大学教員が、学校保健における諸問題（食育、スト
髙木 祐介（教育学部准教授）
レス、こころの問題、感染症、体力低下など学校園における健康
問題
鈴木 洋子（教育学部教授）
課題）などについて最新の知見を紹介しながら解説し、教育現場

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

開設者名

受講料

受講人数

電話番号

での実践に生かすことを目的とした講習を行う。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】奈良の森と水と動物

奈良県は森林率が77％にのぼる森林県である。森林は林業の
生産基盤であると同時に、流域の水資源を涵養し、また紀伊半
島の生物多様性を担う自然環境の拠点でもある。しかし近年、野
生動物との軋轢による森林衰退や山腹崩壊などの問題が深刻
化している。本講座では奈良の森と水と動物をめぐる自然環境の
最新の現状と課題について解説し、課題を次世代に伝えその解
決に資するための環境教育の可能性に言及する。

松井 淳（教育学部教授）
藤井 智康(教育学部教授)
辻野 亮(教育学部准教授)
相奈良 律(帝塚山学院大学非常勤講師)

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月15日

教諭

全教諭

6,000円

80人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505876号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

【選択】奈良の森と水と動物

奈良県は森林率が77％にのぼる森林県である。森林は林業の
生産基盤であると同時に、流域の水資源を涵養し、また紀伊半
島の生物多様性を担う自然環境の拠点でもある。しかし近年、野
生動物との軋轢による森林衰退や山腹崩壊などの問題が深刻
化している。本講座では奈良の森と水と動物をめぐる自然環境の
最新の現状と課題について解説し、課題を次世代に伝えその解
決に資するための環境教育の可能性に言及する。

松井 淳（教育学部教授）
藤井 智康(教育学部教授)
辻野 亮(教育学部准教授)
相奈良 律(帝塚山学院大学非常勤講師)

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年10月28日

教諭

全教諭

6,000円

80人

平成30年7月17日～
平成30年7月23日

平30-10062505877号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

【選択】世界遺産とユネスコの教
育

奈良県には３つの世界遺産がある。本講習では、持続可能な開
発のための教育（ESD)の概要を解説すると共に、世界遺産や文
化遺産を通した教育を具体的に紹介し、文化遺産が現代人に問
いかける意味について考察する。文化遺産がどのように保存され
てきたかなど、保存技術についても紹介したい。

坂井
西山
中澤
田渕

秀弥（奈良大学文学部教授）
要一(非常勤講師)
静男(次世代教員養成センター准教授)
五十生(元福山市立大学教育学部教授)

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月17日

教諭

全教諭

6,000円

80人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505878号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

【選択】世界遺産とユネスコの教
育

奈良県には３つの世界遺産がある。本講習では、持続可能な開
発のための教育（ESD)の概要を解説すると共に、世界遺産や文
化遺産を通した教育を具体的に紹介し、文化遺産が現代人に問
いかける意味について考察する。文化遺産がどのように保存され
てきたかなど、保存技術についても紹介したい。

坂井
西山
中澤
田渕

秀弥（奈良大学文学部教授）
要一(非常勤講師)
静男(次世代教員養成センター准教授)
五十生(元福山市立大学教育学部教授)

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年10月28日

教諭

全教諭

6,000円

80人

平成30年7月17日～
平成30年7月23日

平30-10062505879号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

この講座では、障害のある子どもの発達的理解と指導の基本原
富井 奈菜実（特別支援教育研究センター特任
奈良県奈良市
【選択】特別支援教育の当面する 則、特別支援教育における教育実践の諸問題などについて概説
講師）
高畑町
する。「特殊教育から特別支援教育へ」の転換を学校現場で実現
課題１
坂下 伸一（教育学部非常勤講師）
していくための基礎的認識の獲得を目的とする。

6時間 平成30年10月27日

教諭
養護教諭

特別支援教育関
連教諭・養護教
諭

6,000円

80人

平成30年7月17日～
平成30年7月23日

平30-10062505880号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

この講座では、特別支援教育を理解する上での基礎的な医学的
根來 秀樹（大学院教育学研究科専門職学位
【選択】特別支援教育の当面する 知識、心理学的知識、児童生徒の行動問題の理解と対応などに
課程教授）
ついて概説する。「特殊教育から特別支援教育へ」の転換を学校
課題２
大西 貴子（教育学部特任准教授）
現場で実現していくための基礎的認識の獲得を目的とする。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年10月28日

教諭
養護教諭

特別支援教育関
連教諭・養護教
諭

6,000円

80人

平成30年7月17日～
平成30年7月23日

平30-10062505881号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

今日、保育・幼児教育は大きな変革期を迎えている。しかし、どの
ような時代にあっても、幼児教育の中心は、幼児の自発的な活動
としての「遊び」であることには変わりはない。本講習では、「発
【選択】幼児教育における「遊び」
達」「環境」「保育の質」の３つの観点から改めて「遊び」について
再考
捉え直し、これらを踏まえて「絵本」に関わる保育実践を構想す
る。その上で、新たな時代の保育・幼児教育の在り方について展
望することを目指す。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505882号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

3つの小テーマを扱った講座を開講する。音楽、造形、身体表現
を担当する教員が、それぞれの活動実践や研究成果から今後の
【選択】保育内容の充実（表現活
尾田 敬子（奈良保育学院非常勤講師）
教育実践で有益と思われる内容を選び、解説及び実演する。受
動を通じて）
柳田 紀美子（奈良保育学院非常勤講師）
講者には各講座内容を理解すると共に、本講座での演習や体験
を、教育実践の場で活かせる取り組みにつなげてほしい。

奈良県奈良市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,300円

25人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505883号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

3つの小テーマを扱った講座を開講する。音楽、造形、身体表現
を担当する教員が、それぞれの活動実践や研究成果から今後の
【選択】保育内容の充実（表現活
尾田 敬子（奈良保育学院非常勤講師）
教育実践で有益と思われる内容を選び、解説及び実演する。受
動を通じて）
柳田 紀美子（奈良保育学院非常勤講師）
講者には各講座内容を理解すると共に、本講座での演習や体験
を、教育実践の場で活かせる取り組みにつなげてほしい。

奈良県奈良市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,300円

25人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505884号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

【選択】こどもの音楽表現を支え
る技術

音楽理論を復習しながら実践的な音楽技術について学ぶ。ま
ず、メロディとコードネームだけが書かれたこどもの歌を見ながら
簡単な伴奏がつけられるように演習しながら学ぶ。次に自然で無
理のない発声を体験的に学び、音楽的な歌の表現を考える。さら
にこどもの歌のメロディに対して適切な伴奏を自分で創作する方
法や、歌の音域がこどもの声域と合わない場合などに対応できる
ように移調する方法を学ぶ。

吉田 直子(奈良佐保短期大学地域こども学科
講師)
和田 宏一(奈良佐保短期大学地域こども学科
非常勤講師)
中島 倍代(奈良佐保短期大学地域こども学科
非常勤講師)

奈良県奈良市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505885号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

【選択】こどもの音楽表現を支え
る技術

音楽理論を復習しながら実践的な音楽技術について学ぶ。ま
ず、メロディとコードネームだけが書かれたこどもの歌を見ながら
簡単な伴奏がつけられるように演習しながら学ぶ。次に自然で無
理のない発声を体験的に学び、音楽的な歌の表現を考える。さら
にこどもの歌のメロディに対して適切な伴奏を自分で創作する方
法や、歌の音域がこどもの声域と合わない場合などに対応できる
ように移調する方法を学ぶ。

吉田 直子(奈良佐保短期大学地域こども学科
講師)
和田 宏一(奈良佐保短期大学地域こども学科
非常勤講師)
中島 倍代(奈良佐保短期大学地域こども学科
非常勤講師)

奈良県奈良市

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505886号

0742-27-9108

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

奈良教育大学

広い見地からの内容として、子どものもてる力を伸長する教師の
受容的な関わり方と環境づくりについて。具体的な教育活動とし
て造形等の表現についてである。それぞれを専門的に研究する
【選択】幼稚園教育におけるねら
教員が、人格形成の基礎を培う幼稚園教育のねらい、内容、教
いと内容及び教師の役割
師の役割などから演習形式の活動を交えて講義を行う。受講者
には各講義で解説された内容を理解し、その中心となる部分を記
述説明できることを求める。

西尾
粕井
小林
中村

奈良県北葛城
郡広陵町

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505887号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

廣瀬
小林
佐川
横山

聡弥(教育学部准教授）
美沙子(奈良保育学院常勤講師）
早季子(教育学部准教授)
真貴子(教育学部教授）

正寛（畿央大学教育学部教授）
みづほ（畿央大学教育学部教授）
佐知子（畿央大学教育学部特任講師）
恵（畿央大学教育学部講師）
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開設者名

講習の名称

講習の概要

現代の社会の中で育つ子どもたちに求められる教育的課題や社
会的課題を踏まえた講義･演習を行う。保育内容や技術に関する
講義･演習では、子どもの発達を踏まえた小学校へ接続する教育
課程であることを意識し、自らが実践を評価し続けるものであるこ
とを理解する。子どもの育ちを支える保育者としての役割を総合
的に理解し、実践に役立ててほしい。

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

山本 美紀（奈良学園大学人間教育学部教授）
松井 典夫（奈良学園大学人間教育学部准教
授）
奈良県生駒郡
岡村 季光（奈良学園大学人間教育学部准教
三郷町
授）
オチャンテ 村井 ロサ メルセデス（奈良学園
大学人間教育学部助教）

6時間 平成30年8月16日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505888号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505889号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

幼稚園・小学校
教諭

14,900円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505890号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

幼稚園・小学校・
中学校教諭・養 14,400円
護教諭

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505891号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択】環境を踏まえた子どもの
育ちと保育内容の充実

奈良教育大学

「これからの生活科～子どもの育ちと学びの連続をふまえて～」
【選択】これからの生活科～育ち を講習テーマとする。学習指導要領を踏まえ、体験をとおした気
付きを質的に高める指導の在り方や幼児教育との具体的な接
と学びの連続をふまえて～
続・連携の図り方について講習する。

善野 八千子（奈良学園大学人間教育学部教
授）

奈良県生駒郡
三郷町

奈良教育大学

社会の発展に伴い子どもたちのとりまく状況は、自然体験の減少
へと変化している。この変化は、子どもたちの心身の発達に大き
く影響を及ぼしている。本講座では自然体験活動の意義を学ぶと
【選択】幼児教育、初等教育に活
ともに、コミュニケーションワークや自然遊びの体験を通してその
かす自然体験活動
活動の指導法などを習得することを目的とする。学校、園所で自
然体験活動（野外活動）を効果的に実施するための指導力向上
を図る。

中村
師）
森井
鍵田
滝元
査）
小角
査）
勝村
査）

奈良県奈良市

12時間

平成30年7月30日～
平成30年7月31日

教諭

奈良教育大学

学校教育における自然体験活動は、子供たちの豊かな人間性や
社会性の形成及び基本的な体力や心身の健康の保持・増進、望
ましい人間関係の形成など、教育効果の高い取組として実施さ
【選択】学校教育における自然体 れている。本講習では、受講者が、幼児・児童･生徒に指導する
験活動～体験の風をおこそう～ 上で必要となる知識・技能の習得とその効果について理解し、活
動の全体的な流れを把握すると共に、各学校種・職種のそれぞ
れの役割を認識し、各校での自然体験活動の普及・啓発・安全
管理に努める力を育成する。

南 勝久（奈良県宇陀市立室生中学校校長）
岡田 浩幸（国立曽爾青少年自然の家次長）
岡野 こころ（国立曽爾青少年自然の家企画指
導専門職）
奈良県宇陀郡
上田 考浩（国立曽爾青少年自然の家企画指
曽爾村
導専門職）
田中 耕司（国立曽爾青少年自然の家企画指
導専門職）
奥田 博（NPO法人地球元気村自然学校校長）

12時間

平成30年7月23日～
平成30年7月24日

教諭
養護教諭

奈良教育大学

国語科教育、音楽科教育を専門とする教員が、それぞれの分野
の教育課程の特徴を踏まえて、最新の研究と、今後の教育に役
【選択】学習指導要領に応じた小 立つものを取り上げる。また、教育現場におけるICTの活用、教
学校教育における学習指導のあ 育のディジタル化について学習指導要領を踏まえて取り上げて、
中学校との連携についても理解する。受講者には各講義で解説
り方
された内容を理解し、その中心となる部分を説明できるように求
める。

八木 義仁（畿央大学教育学部講師）
衛藤 晶子（畿央大学教育学部准教授）
西端 律子（畿央大学教育学部教授）
大久保 賢一（畿央大学教育学部准教授）

恵（畿央大学教育学部現代教育学科講
學（元奈良県立野外活動センター所長）
幸男（下市町立下市中学校教頭）
一史（奈良県立野外活動センター主任主
康夫（奈良県立野外活動センター主任主
嘉文（奈良県立野外活動センター主任主

奈良県北葛城
郡広陵町

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505892号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

【選択】初等教科（国語・英語）

国語：学習指導要領の改訂を受け、国語科ではどのような指導
が必要となるのかについて、具体的な教材を用い、ワークショップ
形式で深めていくこととする。また、言語活動の充実を促す授業
展開についてもポイントを解説する。
ファーガソン ピーター（教育学部専任講師）
英語：１．小学校外国語活動の背景の概観、その課題の検討を 中谷 いずみ（教育学部准教授）
経て、小学校現場における外国語活動実践例の紹介を行う。２．
参加者による簡単な模擬実践を行い評価する。３．英語を含めた
外国語学習教材による演習を通してことばを学ぶ楽しさを体感
し、外国語活動の意義を考える。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

80人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505893号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択】初等教科（社会・生活）

社会：小学校学習指導要領社会が重点を置いている内容や方
法、基礎・基本および想定される学習の展開について具体的に
述べる。また、現代の社会において重要な役割を果たす市場と価
格について、その資源配分機能をわかりやすく解説する。
生活：生活科における教材開発とものづくりや昔の遊びを通した
生活科の活動について考える。教材開発では、具体的な教材と
授業での活用方法を解説し、ものづくりでは、簡単にできるもの、
昔の遊びの題材例を2，3紹介する。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

80人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505894号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

小学校の体育授業において、「楽しい体育とは何か」や「子どもた
ちに体育を通して何を教えるか」という目標を踏まえ，その“何”を
どのような形（方法）にして子どもたちに伝えるかを個人種目や集
高田 俊也（教育学部教授）
【選択】小学校体育科の授業づく 団種目を例に解説する。さらに、ボール運動・ボールゲームの理
高橋 豪仁（教育学部教授）
り
論（バルシューレ）からボールゲーム全体に共通する能力を様々
井上 邦子（教育学部准教授）
なプレイ状況の中で身につけさせる内容についても言及する。ま
た、間近に迫った東京オリンピック・パラリンピックをテーマに小学
校の学習に取り入れる方法を検討し、その理解を深める。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505895号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択】初等教科（算数・理科）

理科：学習指導要領の理科の考え方と授業に役立つ教材を紹介
する。小学校理科と中学校理科の関連を考える。具体的な観察
森本 弘一（教育学部教授）
方法を紹介し、理科の学習の在り方を考える。科学おもちゃの紹
近藤 裕（教育学部教授）
介を行う。算数：今日の算数教育の課題や学習指導要領のポイ
舟橋 友香（教育学部准教授）
ントを概説するとともに、数学的活動を通した算数の学びについ
て考える。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

80人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505896号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

岩本 廣美（教育学部教授）
森 伸宏（教育学部教授）
谷口 義昭（教育学部教授）
森本 弘一（教育学部教授）
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奈良教育大学

【選択】漢字と語彙とその指導

小学校国語科において漢字学習は言語能力の根幹をなすもの
である。しかし、指導の方法は教師の経験に基づく場合が多く、
様々な問題を生じている。本講習では、そもそも日本語における
漢字とはどのような存在で、指導も含めどのように変遷してきた 棚橋 尚子（教育学部教授）
のかという歴史的経緯を踏まえつつ、これからの漢字指導の在り 住田 勝(大阪教育大学教育学部教授)
方について説いていく。なお、本講習は、大阪教育大学との連携
講習である。最終時限に大阪教育大学と双方向遠隔授業システ
ムで結び、ディスカッション・合同発表会を行う。

奈良教育大学

【選択】ディベートを学び楽しもう

児童生徒の論理的思考力や，多面的にものごとをとらえる力，グ
ループで協調して課題を遂行する力などを育成するためにディ
ベートは大変有効な方法である。小中高校の教材となっていても
棚橋 尚子（教育学部教授）
指導そのものが敬遠されがちなディベートの方法やその価値を
知り，実際に体験することを通して，自身も適切な指導ができるよ
うにしていく。

奈良教育大学

本講習は、次の４つの内容に即してグローバル化社会における
市民性（シティズンシップ）教育の実践と理論に関する国内外の
【選択】グローバル化社会におけ 主な動向を紹介した上で、今後の課題を考察する。①人権を基 生田 周二（次世代教員養成センター教授）
礎におくシティズンシップ教育、②子ども・若者の自立とシティズン 片岡 弘勝（教育学部教授）
る市民性教育の動向と課題
シップ教育、③グローバル化社会における「地域の教育力」、④
「地域‐日本‐世界の現実を串刺しにする認識・学習」を考える。

奈良教育大学

【選択】文字を手書きすることの
意義と価値（書写）

情報化が進むにつれ、「文字離れ」が社会問題のように取り上げ
られるが、「文字を書く」という立場での解決策は提示されること
は少ない。本講習では、国語科書写が果たすべき役割と実践の
奈良県生駒郡
在り方を理解すると共に、学習者のみならず指導者自身が文字 小竹 光夫（奈良学園大学人間教育学部教授）
三郷町
言語への関心を高め、文字を手書きすることの重要性を再認識
できるような学習展開を明らかにする。さらに、硬・毛筆の関連学
習についても、一層の理解が深められるような講義・演習を行う。

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭・中
学校国語教諭・
高等学校国語、
書道教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505900号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択】反転研修 アクティブ・
ラーニングで情報教育を考える

京都教育大学で公開している「先生を究めるWeb動画2本」を視
聴し（視聴すべき２本の動画はこちらで指定）、7月20日（金）まで
に１本当たり２００～３００字で視聴内容の要点レポートを作成し
伊藤 剛和（次世代教員養成センター教授）
提出する。また、本講習は京都教育大学との二大学間連携講習
多田 知正(京都教育大学産業技術科学科教
で、対面授業では視聴内容を基にテーマ設定し、アクティブ・ラー
授)
ニングによる課題解決方法を考える。最終時限に京都教育大学
開設の同テーマの講習会場と双方向遠隔授業システムで結び、
全体交流と総括講義を行う。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505901号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

本講義では、本講義では、教師の成長およびキャリア発達を支援
するという視点から、教師が成長する際に有効であると考えられ 高柳 真人（京都教育大学教職キャリア高度化
奈良県奈良市
【選択】反転研修 「教師の成長と る知見を提供する。具体的には、教師が協働できる関係づくりや センター教授）
認知行動療法の立場からの自己理解に関する知見を提供する。 河﨑 智恵(大学院教育学研究科専門職学位課 高畑町
キャリア発達」
また、キャリア発達に関する基礎的理論を概説し、教師のキャリ 程准教授)
アについて検討するための視座を提示する。

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505902号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択】学校教育の諸課題とカウ
ンセリング

本講習では、現在の学校教育が抱えている諸課題について、臨
床教育学、教育社会学、臨床心理学の視点からアプローチしま
す。
佐々木 保孝（天理大学人間学部准教授）
①教育現場で「問題」について考える「私」を考える、②学校と地 仲 淳（天理大学人間学部准教授）
域の連携・協働、③心理カウンセリング入門の３つの小テーマに 池田 華子（天理大学人間学部講師）
沿って講義と演習を行い、学校における教育の諸課題とカウンセ
リングについて考え、理解を深めます。

奈良県天理市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505903号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択】国語に親しませる授業を
めざして

一人でも多くの生徒に親しみやすい授業にするために，どのよう
前田 広幸（教育学部教授）
な工夫が有効なのか。音韻研究，日本近代文学，国語科教育
日高 佳紀（教育学部教授）
（漢字指導）の分野から，具体的な資料をもとに大学での取り組
棚橋 尚子（教育学部教授）
みも紹介しながら問題提起する。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校国語教諭

6,000円

60人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505904号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択】古文を面白くさせる「読
み」

「伝統的な言語文化」の尊重が新学習指導要領の大きな柱となっ
ている。古典文学作品を原文で読んで面白いと生徒に実感させ
古典文学嫌いをなくすための実践的な方法を、国文学の立場か
ら提示する。さらに、国語学の分野から、その作品の読みを支え
る文法力育成の具体的な方法を提示する。

奈良県天理市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校国語教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505905号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

日本が近代国家として出発すると同時に、「文学」も西洋のさまざ
まな思想を取り入れて「近代化」をおしすすめていった。この講義
では、幕末から明治期の近代文学の流れを追うともに、個別の作
【選択】日本近代文学の成立と展
品を読みながら、日本近代文学の形成と変遷を考えたい。作家、 光石 亜由美(奈良大学文学部国文学科教授)
開
作品、文学史の流れ、メディアなど、基本的な知識を身につける
一方、作家や作品が、時代状況、文化状況の中にどのように位
置づけられているのかも考える。

奈良県奈良市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学校・高等学
校国語教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505906号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

本講習では、英語という言語の成立過程と現在英語が世界にお
いて占める立場を俯瞰するとともに、国際言語としての英語の音
声指導のあり方を探る。
①英語成立の経緯と多様性 - イングランドの英語から世界の英
中井 英民（天理大学国際学部教授）
【選択】英語の多様性と国際性：
語へ 世界語としての英語学習法（語彙
小林 千穂（天理大学国際学部准教授）
② 英語の語彙の歴史と特徴 - 効果的な語彙指導 と音声指導を中心に）
山本 晃司（天理大学国際学部講師）
③英語の現代社会における英語の位置づけ -世界の場合、日
本の場合 ④EIL(English as an International Language)としての音声学と発
音指導についての理解を深める。

奈良県天理市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505907号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

川島
仁尾
佐藤
吉田

二郎（天理大学文学部教授）
雅信（天理大学文学部教授）
愛弓（天理大学文学部准教授）
茂晃（天理大学文学部教授）

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505897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16日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

20人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505898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16日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

20人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505899号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

奈良教育大学

日英対照教材等を用いて，アウトプットを増やした授業を構築す
る方法について実践的に考察する。ラフカディオ・ハーンの平易
な作品を取り上げ，日英比較による創造的リーディングの可能性
門田 守（教育学部教授）
【選択】中高英語科教育の充実に
を探る。また，機能的構文論について，英語の動能構文，場所倒
米倉 陽子（教育学部准教授）
向けて
置文，分裂文等をとりあげて学ぶ。さまざまな英語アクティビティ
を疑似体験し，これからの英語教育を担う英語教員として何がで
きるのかを考える。

奈良教育大学

【選択】「人権」の理念と現実

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505908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22日

教諭

中学校社会・高
等学校公民教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505909号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

地理教育も歴史教育も地理学研究、歴史学研究の成果に依拠し
ている。けれども地理教育、歴史教育は固有のアイデンティティを
持っている。今回、地理学研究と歴史研究の成果を生かした地理
根田 克彦(教育学部教授)
【選択】地理・歴史教育と地理学・
学習の在り方と、日本史学習の在り方への提案を行いたい。日
今 正秀（教育学部教授）
歴史学研究
本史では「荘園制を切り口にして、日本における古代から中世へ
の転換・移行をどう描くか」というもので、地理では「地理情報シス
テム（ＧＩＳ）教育の課題と実践事例」について示したい。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校社会・高
等学校地理歴史
教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505910号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

奈良盆地にみられる村落景観は、近年、大きく変貌したといえよ
う。村落景観の主な構成要素である集村形態、条里地割、溜池
【選択】奈良盆地における村落景 に注目して、その変容を時間軸と空間軸の双方から捉える。分析
観は今－フィールドワークの成果 のためには地図が重要な資料になることから、諸機関の地図類 土平 博(奈良大学教授)
の作成履歴や入手方法、読図方法を解説する。また、コンピュー
を地図化する－
タを利用して、フィールドワークの成果を地図化していく。以上か
ら、授業時におけるこれらの技能の活用について模索する。

奈良県奈良市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学校社会・高
等学校地理歴史
教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505911号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

（石井）次期中学校学習指導要領下における理科教育の動向と
教材の紹介，及び中学生の科学概念の理解の実態について説
明する。
（中村）光の現象を題材として、光の捉え方の変遷から光につい
【選択】現代の理科教育の動向と て説明する。
（梶原）中ー高－大の連携を意識した科学技術の発達史、歴史
先端科学
的な発達段階を踏まえた基礎化学や身の回りの物質について説
明する。
（信川）様々な種類のブラックホールについて、その成り立ちと観
測方法を理解する。

俊行（教育学部准教授）
元彦（教育学部教授）
篤（教育学部教授）
正順（教育学部准教授）

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505912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21日

教諭

中学校技術・高
等学校工業教諭

6,000円

20人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505913号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

前半では、人権の起源・歴史・理念を、18世紀後半に制定された
アメリカ諸州の「権利の章典」や合衆国憲法の修正条項、そして
佐野 誠（教育学部教授）
フランスの「人権宣言」に触れながら、説明する。後半では、人権
渡邉 伸一（教育学部教授）
の理念が、いかに現実と乖離しているかを日本の四大公害問題
を中心的な素材としつつ社会学的に考察する。

石井
中村
梶原
信川

奈良教育大学

【選択】技術・工業教育における
最近の話題

技術および工業教育の最近の話題について解説する。各論は以
下の通りである。
①レーザー加工機による木材およびプラスチックの新しい加工法
について解説する。
谷口 義昭（教育学部教授）
②学校教育における生物育成（栽培）の学習意義と新しい栽培 箕作 和彦（教育学部准教授）
技術について解説する。
薮 哲郎（教育学部准教授）
③最近の電子工作の話題について解説する。
④マイコンを用いた電子工作に必要な回路理論について解説す
る。

奈良教育大学

【選択】家庭科教育

主体的に生きる生活者を育成する家庭科の学習指導に必要な
専門知識について、社会の変化や新学習指導要領の扱いを踏ま
えて領域ごとに論じる。具体的テーマは、立松：地域コミュニティと
家庭科教育、中川：子どもの発達と環境、杉山：食物学基礎実
験、佐藤：食品の調理性である。

立松
中川
杉山
佐藤

麻衣子（教育学部教授）
愛（教育学部 准教授）
薫（教育学部 准教授）
典子（教育学部特任准教授）

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭

6,000円

20人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505914号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

学習指導要領における数学科のポイントについて、特に、数学的
活動に焦点を当てて概説する。学士課程で学ぶ線形代数や代数
学関連の題材の中から、数学の大切さを実感できるような教材を
【選択】新しい数学の学びを体験
用いて、代数学の内容に理解を深める。また、平面図形の重心を
しよう
考察・定義することによって、積分学の有用性を学ぶ。さらに、記
述統計学の基本的概念を学習することで、統計的な見方や考え
方を養う。

高橋
近藤
川崎
高木

亮 (教育学部特任准教授)
裕（教育学部教授）
謙一郎（教育学部教授）
祥司（教育学部教授）

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校・高等学
校数学教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505915号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択】音楽教育

中高音楽科における教育内容の充実をはかることを目的とし、４
つの小テーマを扱った講義・演習を開講する。音楽教育の分野で
は、新学習指導要領における改訂ポイントを理解し、主体的・恊
働的な学習への取り組みについて考える。作曲・編曲の分野で
は、郷土の音素材を用いた教材開発として、わらべうたを用いた
編曲法、創作法を学ぶ。声楽実技、及びピアノ実技では、テクニッ
クや表現法に関する見直しや、指導法について演習する。

劉 麟玉（教育学部准教授）
北條 美香代（教育学部准教授）
前田 則子（教育学部教授）
水野 亜歴（教育学部特任講師）

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校音楽教諭

6,000円

20人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505916号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択】美術科学習における「深
い学び」／絵画における素描の
意義

＜１・２時間目 美術科学習における「深い学び」＞ 新学習指導
要領の主眼、教科横断的な発想に基づく授業構成などをふまえ，
美術教育における「深い学び」のあり方を探る。とりわけ鑑賞活
宇田 秀士（教育学部教授）
動に焦点を当て，その指導について考察する。
狩野 宏明（教育学部准教授）
＜３・４時間目 絵画における素描の意義＞人物デッサン（裸婦）
に取り組み、人体の構造を観察し描くことで、素描に関わる様々
な造形要素を確認し、美術教育への展開について考察する。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校美術教諭

6,000円

20人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505917号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択】芸術科・書道

前半２コマで高等学校書道Ⅰ・Ⅱで登場する基本的な法帖を取り
上げ、その古典法帖の成立にまつわる話や、その内容を知り、後
豊田 宗児（教育学部教授）
半２コマでは呉譲之が臨書した「曹全碑」と呉昌碩の「西泠印社
谷川 雅夫（教育学部教授）
記」を臨書し、篆隷書法の技法を再確認する。実技講義の後半
に、実技考査を行い、評価する。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月23日

教諭

高等学校書道教
諭

6,000円

20人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505918号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

奈良教育大学

３つの小テーマを扱った演習（実技）と講義を開講する。演習（実
技）では「信頼感や協力性を育むことを目的とした学級づくり・
チームづくりにも役立つ体験活動プログラム（講義を含む）」と
「マット運動の特性や指導方法」について、講義では「生活習慣病 蓮田 高正（天理大学体育学部講師）
【選択】保健体育科における教科
松山 尚道（天理大学体育学部講師）
予防」について解説する。
指導
清水 悟（天理大学体育学部教授）
３名の講師が行う講習内容は下記の通りである。
・保健体育で活かせる体験活動（蓬田）
・器械運動の指導法（松山）
・生活習慣と健康（清水）

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（中学
校）】英語

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

奈良県天理市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校保健体育教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062505919号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属中学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 足立 和美（地域学部教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月6日

教諭

中学校教諭（英
語教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年6月15日

平30-10066505520号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

【選択】【授業実践演習（中学
校）】音楽

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属中学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 鈴木 慎一朗（地域学部准教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月6日

教諭

中学校教諭（音
楽教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年6月15日

平30-10066505521号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（中学
校）】国語

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属中学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 小笠原 拓（地域学部准教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月6日

教諭

中学校教諭（国
語科教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年6月15日

平30-10066505522号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（中学
校）】社会

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属中学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 高橋 健司（地域学部准教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月6日

教諭

中学校教諭（社
会科教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年6月15日

平30-10066505523号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（中学
校）】理科

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属中学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
高橋 ちぐさ（地域学部教授）
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、
泉 直志（地域学部講師）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月6日

教諭

中学校教諭（理
科教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年6月15日

平30-10066505524号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（中学
校）】数学

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属中学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 矢部 敏昭（地域学部教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月6日

教諭

中学校教諭（数
学教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年6月15日

平30-10066505525号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（中学
校）】美術

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属中学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 武田 信吾（地域学部講師）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月6日

教諭

中学校教諭（美
術教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年6月15日

平30-10066505526号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（中学
校）】技術

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属中学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 土井 康作（地域学部教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月6日

教諭

中学校教諭（技
術教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年6月15日

平30-10066505527号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（中学
校）】健康教育

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属中学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 谷中 久和（地域学部講師）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月6日

教諭
養護教諭

中学校教諭・養
護教諭

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年6月15日

平30-10066505528号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学
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【選択】【授業実践演習（中学
校）】保健体育

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属中学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 関 耕二（地域学部准教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月6日

教諭

中学校教諭（保
健体育教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年6月15日

平30-10066505529号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】【幼児教育実践演習】

附属幼稚園の公開研究会に参加し、「幼児理解」「環境の構成」
「保育者の援助」「遊びの中の学び」｢評価」など、幼稚園教育に
かかわる基本的な事項を学ぶとともに、質の高い幼児教育につ
いて理解を深める機会とする。さらに、講演会や研究協議を通し 塩野谷 斉（地域学部教授）
て、公開保育や研究実践に対する意見交換等を行い、自らの幼
児理解の方法や保育観を振り返る。最後に、担当教員による本
講座の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月16日

平30-10066505530号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

急速に発展しているバイオテクノロジーの分野の中から、本講座
では、微生物機能を利用した有用物質生産あるいは有害物質浄
【選択】バイオテクノロジーの最前 化について、さらには身近に存在する微生物の素顔に関するト 大城 隆（大学院工学研究科教授）
ピックスを紹介する。地球環境における物質循環から日常の生活 岡本 賢治（大学院工学研究科教授）
線
そして体内環境に至るまで、微生物が関与する事象についての
知識の向上を目指します。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月7日

教諭

中・高等学校教
諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年6月16日

平30-10066505531号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月7日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭（理科・
社会科教諭を主）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月16日

平30-10066505532号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

「宇宙」は学習者の興味関心を喚起しやすい題材であると同時
に，多様な学術分野を横断した教育を行うことができる魅力的な
題材です．本講座では，講師らが独自に開発した「宇宙開発体験
三浦 政司（大学院工学研究科助教）
ゲーム」を用いて，社会の中で大規模科学プロジェクトが具体化
前波 晴彦（地域価値創造研究教育機構准教
されていくプロセスを体験するワークショップを行います．ワーク
授）
ショップとその結果に対するディスカッションを通して，科学・技術
と社会との関わりを意識しながら主体的に科学・技術に参画する
視点を提供します．

鳥取大学

【選択】「宇宙教育」への招待

鳥取大学

マーケティングの基本的なツール（STPやMM）などを紹介し、事
例を通してその理解を深めます。さらに、消費者の心理の深層を
【選択】マーケティング入門：＜顧
探ることを通じて、マーケティングへの理解を深めます。また、企 白石 秀壽（地域学部講師）
客＞の声を聴く
業の担当者になったつもりで、マーケティング・プランを考えてもら
います。講義はレクチャーとディスカッション形式で進めます。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月8日

教諭

中・高等学校教
諭（社会科教諭を
主）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月17日

平30-10066505533号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】アメリカ文化と社会

アメリカ社会や文化をめぐる事例等をもとに、その歴史的、社会
的背景について、いかに理解を深めるかについて考えます。基
本的な状況の正確な理解とともに、具体的な問題にどのように対
中 朋美（地域学部准教授）
処するのかについて考えていきます。アメリカを例に挙げます
が、異文化理解や文化交流に関する文化的、社会的価値観の違
いへの対処についてどのようなアプローチが存在し、効果的なの
か、意見交換をしながら考察するための手法を考えていきます。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月8日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年6月17日

平30-10066505534号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】世代のこころをつなぐ生涯 発達心理学の標準的なカリキュラムと研究動向、および世代間
発達心理学と世代間交流
交流の意義と事例について紹介する

南 潮（鳥取短期大学准教授）

鳥取県倉吉市

6時間 平成30年7月14日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼・特別支援学
校教諭・養護教
諭・栄養教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年6月23日

平30-10066505535号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】新しいものづくり・技術教
育の理論と実践

土井 康作（地域学部教授）

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月16日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教諭･
養護教諭
養護教諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月25日

平30-10066505536号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

グローバル化・情報化・金融化などにより資本主義の様相が大き
く変化し、世界的に格差社会が拡大している。IS、北朝鮮、ヨー
ロッパにおける右派の台頭など世界政治の不安定化も心配であ
【選択】文化政策入門～創造性を る。そんななか、地域のイニシアティブにもとづいた創造的な取り
野田 邦弘（地域学部特命教授）
生かした文化的社会への展望
組みで地域再生を成功させた事例が数多く報告され始めた（創
造都市・創造農村）。本講義では、これらの事例を通して、来たる
べき将来の社会像・地域像を「創造性」というキーワードで考察す
る。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月25日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教
諭・養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年7月4日

平30-10066505537号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

（１）菌類と他の生物群との違いや共通点を説明し、きのこの生物
学的な特性や特徴について概説する。
【選択】きのこ学入門－「きのこ」 （２）きのこという生物群の生態的な特性や役割を講義し、種や形 早乙女 梢（農学部附属菌類きのこ遺伝資源研
鳥取県鳥取市
という生き物をやさしく理解する－ 態などの多様性についても紹介する。
究センター准教授）
（３）野生および市販のきのこを用いて、属や種判別の際の重要
な形態的特徴と顕微鏡での観察法を学ぶ。

6時間 平成30年7月26日

教諭

小・中・高等学校
教諭（理科教諭を
主）

6,000円

35人

平成30年4月22日～
平成30年7月5日

平30-10066505538号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】新しい算数教育の理論と １．算数・数学教育の新しい動向 ２．Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ２０３０ ３．協
実践
同的問題解決の学習理論 ４．算数の教材化と授業づくり

矢部 敏昭（地域学部教授）

鳥取県米子市

6時間 平成30年7月26日

教諭

幼・小学校教諭
（算数教諭を主）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月5日

平30-10066505539号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

地域や学校における近年の健康や体力について、特別支援学
校、運動嫌いや体力水準の低い児童・生徒へ指導方法や支援体
【選択】地域と学校における健康 制に関する課題とそれを取り巻く環境課題について解説を行う。
と体力－楽しく走る・歩く－（米
また、体つくり運動や陸上運動における「歩く」運動や「走る」運動 関 耕二（地域学部准教授）
について、動作や身体応答（心と体の関係）を視点とした学習方
子）
法や、楽しく運動を継続する方法について実技を通して考えてい
く。

鳥取県米子市

6時間 平成30年7月27日

教諭
養護教諭

小・中・高等学校
教諭・養護教諭
（体育教諭を主）

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年7月6日

平30-10066505540号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

新学習指導要領の小学校のものづくりの教育及び中・高の技術
教育に基づいた新しい教育のあり方について、基本的な事項を
講習する。
特にものづくりの基礎的事項、教材教具開発法、安全な製作法
等について実習を含め講習する。
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本講習は、すべて講義形式で実施する。近現代の地域における
美術の変遷とその背景を見ていきながら、その都度、代表作家
やその作品を具体的に分析していく。まず前衛美術についての
歴史を概観し、次に愛知や関西など、地域の前衛美術について 筒井 宏樹（地域学部准教授）
具体的に紹介していく。そして、近現代の鳥取の美術を他の地域
との関係のなかから分析していき、その意義を見出していくことを
目的とする。

講習の開催地

時間数
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ＵＲＬ

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月28日

教諭

中・高等学校教
諭（美術教諭を
主）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月7日

平30-10066505541号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月29日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭（社会
科教諭を主）

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年7月8日

平30-10066505542号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

【選択】言葉とコンピューター

（１）コンピュータにより文から単語（言葉）を取り出す方法の概要
を説明する。コンピュータに基づく作文支援について述べる。種々
の文章作成および、作文指導の参考になる。
村田 真樹（大学院工学研究科教授）
（２）人が話す言葉は、文法に基づいている。この講義では、文法
村上 仁一（大学院工学研究科准教授）
とは何かの問 いに、歴史を辿って解説する。また、この解説か
ら、英語教育と国語教育の共通点について話す。最後に、現在
のコンピュータに基づく日英機械翻訳の概要について述べる。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月30日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月9日

平30-10066505543号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】小児保健と看護

①学校健診の目的と内容
②児童生徒の身体発育と健康問題。生活習慣病予防のための
南前 恵子（医学部教授）
肥満とやせの対応と評価
花木 啓一（医学部教授）
③思春期の身体変化（ホルモン動態）と心の変化と対応
池田 智子（医学部保健学科講師）
④子どもへの保健指導、症状にあわせた対応、医療的ケア児の
看護

鳥取県米子市

6時間 平成30年7月30日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭・栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

70人

平成30年4月22日～
平成30年7月9日

平30-10066505544号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

認知行動療法の考え方に基づいた、児童生徒や児童生徒の行
動のとらえ方を身につけるとともに、実際に園や学校で用いるこ
【選択】子どもたちの指導・支援に
石本 雄真（教育支援・国際交流推進機構講
とのできる児童生徒への対処技法を学んでいきます。
活かす認知行動療法―気持ちと
このことによって様々な問題を抱える、または抱える可能性のあ 師）
上手に付き合うために―
る児童生徒に対して予防的、対処的にかかわることができるよう
になることを目指します。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼・小・中・特別
支援学校教諭・
養護教諭・栄養
教諭

6,000円

48人

平成30年4月22日～
平成30年7月11日

平30-10066505545号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県米子市

6時間 平成30年8月1日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（理科・生物の教
諭を主）

6,000円

80人

平成30年4月22日～
平成30年7月11日

平30-10066505546号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】地域の美術史

鳥取大学

近世から近代にかけて、各地域で表彰された人びとを取り上げ、
【選択】地域の歴史を発掘する－
それぞれの時代の褒賞の仕組みと特徴を学ぶ。また、地域にお
岸本 覚（地域学部教授）
近世・近代における地域の「偉
ける顕彰・褒賞者の探し方とその注意点について巡見を通じて理
人」たち－
解してもらう。

鳥取大学

身近な昆虫について観察し知ることは、生物学を知る近道です。
本講座では、身近な昆虫についての様々な知識を通じて、昆虫を
学習教材として活用するための基礎を得ることを目的としていま
す。
中 秀司（農学部准教授）
野外観察などで使える、昆虫の生態や進化に関する基礎知識を
学習します。
また、蝶の飼育法を通じて、身近な昆虫の飼い方についても概説
します。

鳥取大学

【選択】基礎から分かる昆虫学
（米子）

鳥取大学

（１）日本の（児童・）生徒の理科学力の特徴を分析することで理
科学習に臨む子どもの現状を把握し、これを基に新しい理科教
育のあり方について、基本的な事項を講習する。
【選択】新しい中学校理科の理論
（２）これからの理科授業づくりのために、教材論、教材開発なら
と実践
びに教材の活用法を実習も伴って展開する。
なお、小・中・高の系統立った学習への参考という観点から受講
を希望する場合は、中学校教諭以外の学校種も対象とする。

高橋 ちぐさ（地域学部教授）
泉 直志（地域学部講師）

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭
（理科教諭を主）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月12日

平30-10066505547号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】１８歳選挙権と主権者教 １８歳選挙権の導入を踏まえ、若者の投票参加や行動に関する
育 ―有権者としての意識・行動 これまでの傾向にも触れながら、有権者の意識や行動を規定す
の観点から―
る様々な要因について講義します。

塩沢 健一（地域学部准教授）

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月12日

平30-10066505548号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】人種主義とは何か？

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月2日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭・栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年7月12日

平30-10066505549号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

生物多様性国家戦略にて示される生物多様性の危機や保全の
考え方について講義する。
生物多様性に関連した地域の自然保護について講義し，博物館
展示を題材に研修を行う。
【選択】生物多様性を中心に郷土
講座の目標としては、
の自然を考える－博物館を活用
永松 大（農学部教授）
①生物の学習で必要性が高まっている生物多様性とその保全に
して－
関して理解を深める
②鳥取県を中心とした地域の自然，生物多様性への理解を深め
る
③学校活動における鳥取県立博物館の展示活用方法を学ぶ

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月5日

教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭
（理科・社会科教
諭を主）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月15日

平30-10066505550号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

地域振興や地域経済の活性化などに関連する総合学習に活用
できる地域経済の基礎知識を修得する。
【選択】地域経済の現状と今後の
１）日本の地域経済の現状把握
展望
２）日本の地域開発政策の評価
３）地域経済発展のあり方

多田 憲一郎（地域学部教授）

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中・高等学校教
諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年7月16日

平30-10066505551号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

教科書教材の効果的な利用の仕方や複数の教材による学習の
【選択】新しい国語科の教材づくり 展開の仕方、更には身の周りにある様々な資料を教材化して言
小笠原 拓（地域学部准教授）
（小学校編）
語活動を活性化するコツについて、具体的な活動を通じて学ぶこ
とができます。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年7月16日

平30-10066505552号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】新しい算数の学習様式

鳥取県米子市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼・小学校教諭
（算数教諭を主）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月16日

平30-10066505553号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

前近代、近代の主要な差別原理を見通しながら、近代の人種主
義の特徴を検討する。その場合、市民革命期フランスに象徴的
にみられる啓蒙主義的な人種主義と帝国主義に内包する植民地 一盛 真（大東文化大学文学部教授）
主義的な人種主義の歴史的段階の特徴を踏まえ、日本の近現
代の人種主義の特徴の検討まで論を進めたい。

１．算数・数学教育の新しい動向 ２．Education２０３０ ３．協同
的問題解決の学習様式 ４．算数教材の開発と授業づくり

矢部 敏昭（地域学部教授）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

身近な昆虫について観察し知ることは、生物学を知る近道です。
本講座では、身近な昆虫についての様々な知識を通じて、昆虫を
学習教材として活用するための基礎を得ることを目的としていま
す。
中 秀司（農学部准教授）
野外観察などで使える、昆虫の生態や進化に関する基礎知識を
学習します。
また、蝶の飼育法を通じて、身近な昆虫の飼い方についても概説
します。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（理科・生物の教
諭を主）

6,000円

100人

平成30年4月22日～
平成30年7月17日

平30-10066505554号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

美術教育における今日的な諸課題と関連させながら、事例研究
や素材研究を通してこどもの造形表現について見つめ直していく
なかで、保育・授業の実践活動を多面的に捉えていく力を身に付
【選択】楽しい造形表現の実践～ ける。
武田 信吾（地域学部講師）
教材づくりと活動内容の設定～ この講習は、主に次の３つの観点から展開していきます。
・造形表現におけるこどもの成長と学び
・造形素材の特徴と教材化の視点
・造形活動における指導者の役割

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月18日

平30-10066505555号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

幼小中連携の視点から今日の音楽教育を捉え、子どもの発達、
実態に基づいた教材研究ならびに指導法について講習する。主
に歌唱教材を中心に取り上げ、歌唱共通教材やわらべうた等に
【選択】新しい音楽教育の理論と
ついて実践を交えながら教材研究を行う。さらに音楽デジタル教 鈴木 慎一朗（地域学部准教授）
実践
科書を活用した日本の民謡の指導法についても触れ、今後の音
楽教育の在り方についても考える。なお、幼小中連携ならびに各
教科相互間の関連の観点から音楽教諭以外も対象とする。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼・小・中学校教
諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月18日

平30-10066505556号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

日々の国語科授業の中でも実施可能な言語活動を実際に体験
【選択】新しい国語科の授業づくり して頂きます。参加者相互の交流を含めた、ワークショップ的な
小笠原 拓（地域学部准教授）
講習を通じて、言語活動を中心に据えた授業の進め方を体感的
（中学校・高校編）
に学んで頂く予定です。

鳥取県米子市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中・高等学校教
諭（国語科教諭を
主）

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年7月19日

平30-10066505557号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】日本語と近代

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭（国語科教
諭を主）

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年7月19日

平30-10066505558号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

「デフレ」や「実質GDP」など、地域や国の経済状況に関する報道
によくあらわれる経済指標や考え方を解説します。また、それら
【選択】地域経済学・地域計画学
の背後にある経済学の考え方を紹介します。さらに、教職では一 福山 敬（大学院工学研究科教授）
基礎
般に触れる機会が少ないと思われるわが国の地域計画や都市
計画の概説も行います。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭（社会科教
諭を主）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月19日

平30-10066505559号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

6時間 平成30年8月17日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月27日

平30-10066505560号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】基礎から分かる昆虫学
（鳥取）

近代以前・近代・現代における日本語の言語的地位の変遷につ
いて述べる。学術言語としての近代日本語の性質について述べ
榎木 久薫（地域学部教授）
る。漢文が書記言語であることを述べる。近代以降の日本語の言
語的性質について述べる。

午前中は、船上山少年自然の家で行われているプログラムの一
部を実際に体験し、その方法を習得するとともに自然体験の意義
について考えます。午後は、様々な事例や受講者の経験を踏ま 大谷 直史（教育支援・国際交流推進機構准教 鳥取県東伯郡
琴浦町
えて、討議を通じて自然を体験することの意味を考えます。今後 授）
の学校園での船上山少年自然の家の利用を含め、自然体験活
動を有意義なものにすることを目指します。

鳥取大学

【選択】自然体験の理論と実践

鳥取大学

１．様々なデータから私たちの暮らしの変化と福祉課題の現状を
学ぶ。
２．地域福祉について、概念や目的、要援護者への援助実践の
【選択】地域福祉の推進と学校の
主体や方法等の概要を学ぶ。
役割～超高齢社会における「福
竹川 俊夫（地域学部准教授）
３．児童・生徒が直面している課題の解決に向けた福祉専門職と
祉」との向き合い方を考える～
の連携のあり方を学ぶ。
４．児童・生徒が直面している課題の解決に向けた地域社会との
連携のあり方を学ぶ。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月17日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭・栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年7月27日

平30-10066505561号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

【選択】森林と人間（鳥取）

（１）地球環境問題の中でも地球温暖化が自然界や人間社会お
よび人体に与える影響について解説する。
（２）野外に出て主な樹木を識別し、最新の機器を用いて樹木の
サイズの測定を行い、樹齢とCO2吸収量を推定する。
（３）樹木医および自然観察指導員として、樹木の健康度の見分
け方や森林によるセラピー効果について解説する。
（４）森林や樹木が、温暖化防止や私たちの生活と関係している
ことを解説し、これからのライフスタイルについて考える。

佐野 淳之（農学部教授）

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月18日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭・
養護教諭・栄養
教諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月28日

平30-10066505562号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】食品の機能性と健康

日常生活で親しみのある食べ物のほとんどは、生物に由来して
おり、私たちのカラダと同様に様々な成分でできています。また、
食べ物にはヒトの生命維持や病気の予防などに必要不可欠な物
質が含まれています。食べ物を通して自然科学への興味を喚起 渡邉 文雄（農学部教授）
する学習素材として活用するために、身近な食べ物に含まれる成
分の特徴や機能性を解説するとともに、地域の食べ物についても
食育の観点から考察します。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月18日

教諭
小・中学校教諭・
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月28日

平30-10066505563号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

平成２３年に文部科学省により作成、学校、教育委員会に送付さ
れた「放射線に関する副読本」（平成２６年改訂）の内容に関して
子どもたちにより分かりやすく説明するための背景について講習
【選択】私たちの身の周りの放射
を行う。放射線の定義、発生機序、人体に対する影響、放射線と 山野 好章（農学部教授）
線
その利用、さらには法令規制の話題を提供する。放射線の存在
は認知出来ないことから、身近な放射線源を利用した測定体験も
行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月18日

小・中・高等学校
教諭
教諭・養護教諭・
養護教諭
栄養教諭（理科
栄養教諭
教諭を主）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月28日

平30-10066505564号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【Ａ】英語ライティング指導法について、その特徴、長所、短所など
を学ぶ。
【選択】英語ライティング指導の理 【Ｂ】その指導法にもとづき、実際にどのような活動を行うことがで 滝波 稚子（教育支援・国際交流推進機構助
論と実践
きるのかについて学ぶ。
教）
【C】受講者の実際の指導環境を踏まえ、そこで、どのような指導
法で、どのような活動を行うのか考える。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月19日

中・高等学校教
諭（英語科教諭を
主）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月29日

平30-10066505565号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

鳥取大学

・ゲノム編集と大量並列シークエンス技術の原理や応用例につい
て解説する
・免疫の機構が自己と非自己を見分け、非自己を排除する機能
について解説し、その脆弱さなどを考察したい
【選択】生命活動を担う細胞の不 ・病原微生物に対する生体の防御反応について、最新の研究
データを交えながら分子レベルで解説する
思議とその研究アプローチ
・生命科学科学生実習「モノを食べる細胞について」の原理と方
法を解説する
・科学リテラシーの観点から、講義内容に興味が持てそうな場合
は理科教諭以外も対象とする

鳥取大学

【選択】ご地層を観る

担当講師

初沢 清隆（医学部教授）
堀 直裕（医学部准教授）
吉野 三也（医学部准教授）
櫻井 千恵（医学部助教）

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

鳥取県米子市

6時間 平成30年8月19日

教諭

中・高等学校教
諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年7月29日

平30-10066505566号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

野外において地層・地質の観察を主に行う．室内でベッドフォー
ムや混濁流堆積物の講義を行い，その後，野外（岩石海岸）に出
菅森 義晃（農学部講師）
て，特に柱状図の作成や露頭のスケッチを行う．露頭観察を通じ
て物事を観察することの重要性を得るきっかけを得る．

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月19日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円

8人

平成30年4月22日～
平成30年7月29日

平30-10066505567号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

1）小児期のけいれんは100人に1人の頻度でみられる。てんかん
発作とその対応を理解し、「発作」に遭遇したときに適切な対応が
本間 正人（医学部教授）
【選択】教員が知っておきたい生
できるようになる。2）児童が成長の過程でみられる骨や関節の異
前垣 義弘（医学部教授）
徒の健康：とっさの時の対応と心
常について理解する。学校で遭遇しうる骨折やけがの対応につ
永島 英樹（医学部教授）
肺蘇生法の新しい教育法の紹介
いて理解する。3）学校で発生しうる溺水、窒息の際の適切な対応
についての最新の知識と教授法を学ぶ。

鳥取県米子市

6時間 平成30年8月20日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭・栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年7月30日

平30-10066505568号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

地域や学校における近年の健康や体力について、特別支援学
校、運動嫌いや体力水準の低い児童・生徒へ指導方法や支援体
【選択】地域と学校における健康 制に関する課題とそれを取り巻く環境課題について解説を行う。
また、体つくり運動や陸上運動における「歩く」運動や「走る」運動 関 耕二（地域学部准教授）
と体力－楽しく走る・歩く－（鳥
について、動作や身体応答（心と体の関係）を視点とした学習方
取）
法や、楽しく運動を継続する方法について実技を通して考えてい
く。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教諭

小・中・高等学校
教諭・養護教諭
（体育教諭を主）

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年7月30日

平30-10066505569号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

応用数学の要である微分方程式およびその関連事項について、
一方では実際の物理現象への応用を示しつつ、他方では可能な
【選択】物理現象と数値計算に基
限り高校までの数学との関連を踏まえて解説し議論します。 講 大信田 丈志（大学院工学研究科助教）
づく微分方程式入門
義形式が中心ですが、電卓による数値計算実習や、水を用いた
簡単な実験、受講者どうしの討論なども織り交ぜて行います。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月20日

教諭

中・高等学校教
諭（数学教諭・理
科教諭を主）

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年7月30日

平30-10066505570号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

野外において地質の観察を行う．日南町内の山中を歩いて地質
を観察し，ルートマップの作成を行い，地形図上に簡単な地質境
【選択】日南町で地質調査を体験
界線を描く．なお，本講習の受講に際しては，地形図から現在位 菅森 義晃（農学部講師）
する
置を把握し，地形の三次元形状を把握する能力および中学数学
の知識を持っていることが最低限必要である．

鳥取県米子市

6時間 平成30年8月25日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

8人

平成30年4月22日～
平成30年8月4日

平30-10066505571号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】手紙を書く－鑑賞と実際
－

手紙の書式として、葉書と封書の場合を取り扱います。近代文化
人の実例によって、伝統的な書式について学び、基本的な知識
を身につけます。葉書の場合は、文字の大きさと配列の学習のま
とめを想定して、裏面に毛筆（小筆）で俳句を書く実習を行いま
住川 英明（地域学部教授）
す。また、封書の場合は、文字文化に親しみ、効果的に文字を書
く学習のまとめを想定して、巻紙に毛筆（小筆）でお礼の文章を書
く実習を行います。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月26日

教諭

小・中・高等学校
教諭（国語科教
諭を主）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年8月5日

平30-10066505572号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】日南町でご地層を観る

野外において地質の観察を行う．日南町内の山中を，車を使用し
て移動し，地質を観察する（一部沢を歩く区間あり）．主な観察対
菅森 義晃（農学部講師）
象は大江山オフィオライト，秋吉帯，中生代後期火山岩類および
新第三系である．これらの岩相から地質多様性について学ぶ．

鳥取県米子市

6時間 平成30年8月26日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円

8人

平成30年4月22日～
平成30年8月5日

平30-10066505573号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】子どもと創るダンス・動き
遊び

1．動きの表現を通して子どもとどう出会うか ２．子どもの技能の
段階をどう評価するか ３．子どもの多様な表現の手がかりとなる
佐分利 育代（地域学部名誉教授）
教材を探す ４．動きをどうとらえ、なにをクラスで共有して、運動
会や、学習発表会に活かすか等を実技を通して講習する

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年9月1日

教諭

幼・特別支援学
校教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年8月11日

平30-10066505574号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】絵本を教育・保育の場に
活かす

絵本について基本的な事項を捉え、平成29年3月に改訂された
「幼稚園教育要領」にもとづいて、絵本に求められる役割につい
て講習していく。さらに、領域「言葉」との関りから、絵本を活用し
た実践演習（言葉に対する感覚を豊かにする言葉遊び等）をす
る。
また、小学校教育（国語科）へのつながりとしての絵本のあり方
にも触れていく。

齊木 恭子（鳥取短期大学幼児教育保育学科
教授）

鳥取県倉吉市

6時間 平成30年9月1日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年8月11日

平30-10066505575号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】子どもの成長発達と音楽
表現

領域「表現」誕生の背景と領域「表現」の意味することについて講
習する。
羽根田 真弓（鳥取短期大学幼児教育保育学
うた遊びを実践しながら、子どもの成長発達とうた遊びの関連、う
科教授）
た遊びの意義と自己表現について講習する。
表現を支える保育者としての役割を考える。

鳥取県倉吉市

6時間 平成30年9月1日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年8月11日

平30-10066505576号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

最初にフランス革命期の非キリスト教化運動研究の起点となった
オラールとマチエの論争など、この問題を研究する際の論点を紹
介する。続いて運動に関わった人物を取り上げ、彼らが運動に何
【選択】フランス革命期の非キリス
を期待したのか、考える。次に非キリスト教化の諸現象から運動 柳原 邦光（地域学部教授）
ト教化運動から見えてくるもの
の広がりと深さを明らかにする。最後に、カトリック信者が運動に
どのように対応しようとしたのかという問題を検討して、「政治的な
もの」と「宗教的なもの」との関係を考える。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年9月2日

教諭

小・中・高等学校
教諭（社会科教
諭を主）

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年8月12日

平30-10066505577号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年9月8日

教諭

中・高・特別支援
学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年8月18日

平30-10066505578号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

「情報活用能力」の育成・指導する上で必要となる、情報を主体
的に「収集・判断・表現・処理・創造」及び「発信・伝達」する「情報
【選択】オープンソース・ソフトウェ
活用の実践力」、「情報の科学的な理解」並びに「情報倫理・モラ
石田 雅（総合メディア基盤センター教授）
ア（ OSS ）を利用した情報リテラ
ルの必要性や情報に対する責任」、身を守る「情報セキュリティ技
シ教育
術」について基本的な事項を講述する。また、一般的な情報携帯
端末等の安心・安全な利活用方法についても講述する。

鳥取大学

本講習は3部構成とし、第1部では、協働学習についての理論的
【選択】ピア・ラーニング（協働学 理解のための講義を行う。第２部では、講師がこれまで実践して
池田 玲子（教育支援・国際交流推進機構国際
鳥取県鳥取市
習）による授業デザイン－理論と きた授業事例を紹介し、学習者体験をしながら理解を深める。第
交流センター教授）
3部では、自分の実践現場への応用に向けた授業デザインを行
実践の方法－
う。最後に全体で検討し合い、情報共有する。

6時間 平成30年9月15日

教諭

中・高等学校教
諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年8月25日

平30-10066505579号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

心を内包する体の動きについて実践を通して理解を深める。子ど
もたちが自分自身や友だちとのコミュニケーションを通して、自尊
の思いを持って生活や勉学に向かう手がかりとなる活動をリード
【選択】からだきづき・からだほぐ
したり、子どもの思いや力を受け取ったりできる力を付ける。 体 佐分利 育代（地域学部名誉教授）
し
育科の体ほぐし、生活科等の学習でのコミュニケーションの体験
につながる体の動きを体験したり、遊びや障がい児の活動の支
援につながる動きの観察法の一つを体験する。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年9月15日

教諭
養護教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭・
養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年8月25日

平30-10066505580号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】地域学入門

「わたし」から考えて構想した「地域学」を紹介します。「地域の
知」「生活の知」「実践知」に学び吸収して「地域学」を創ってきた
こと、そうして生まれた「地域学」の精神と、これからの「地域学」 柳原 邦光（地域学部教授）
が目指すべき実践性について、具体例をまじえつつ紹介し、意見
交換をします。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年9月16日

教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭
（社会科教諭を
主）

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年8月26日

平30-10066505581号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】森林と人間（米子）

（１）地球環境問題の中でも地球温暖化が自然界や人間社会お
よび人体に与える影響について解説する。
（２）野外に出て主な樹木を識別し、最新の機器を用いて樹木の
サイズの測定を行い、樹齢とCO2吸収量を推定する。
（３）樹木医および自然観察指導員として、樹木の健康度の見分
け方や森林によるセラピー効果について解説する。
（４）森林や樹木が、温暖化防止や私たちの生活と関係している
ことを解説し、これからのライフスタイルについて考える。

鳥取県米子市

6時間 平成30年9月22日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭・
養護教諭・栄養
教諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年9月1日

平30-10066505582号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

公民科・社会科公民的分野等において重要な役割を担う統計数
字、すなわち政府・自治体から発表される数字やメディアで報道
【選択】数字のウソ－統計数字で
される数字について、様々な誤用・乱用の事例を紹介し、その背 小野 達也（地域学部教授）
騙したり騙されたりしないために
後にある構造について解説する。講義の中に演習を織り込む予
定。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年9月29日

教諭

中・高等学校教
諭（社会科教諭を
主）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年9月8日

平30-10066505583号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年9月29日

教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年9月8日

平30-10066505584号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年9月29日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年9月8日

平30-10066505585号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年9月30日

教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年9月9日

平30-10066505586号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県米子市

6時間 平成30年10月6日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭・
養護教諭・栄養
教諭

6,000円

46人

平成30年4月22日～
平成30年9月15日

平30-10066505587号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年10月13日

教諭

小・中・高等学校
教諭（理科・社会
科教諭を主）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年9月22日

平30-10066505588号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

佐野 淳之（農学部教授）

インターネットを教育に活用することで業務を改善でき，また，教
育の質を向上できる可能性がある．その一方で，無線LANやタブ
レットを導入した授業を試みるものの，授業資料を配布するだけ
で長時間を要してしまうといった失敗例も多く聞かれる．また，セ 大森 幹之（総合メディア基盤センター准教授）
キュリティに対する知識の欠如から，成績といった個人情報の漏
洩を招いたケースもある．そこで，本講習ではインターネットを教
育へ有効活用するために必要な知識について解説する．

鳥取大学

【選択】ネットワークと教育

鳥取大学

鳥取砂丘には日本の他地域では減少が著しい海岸砂丘特有の
昆虫やクモが数多く生息している。これらの中にはハナダカバチ
【選択】鳥取砂丘と周辺の山陰海 などファーブル昆虫記にも紹介されているような昆虫が多く，ま
岸ジオパークエリアの動物に学 た，アリジゴクやハンミョウ類は種間競争など群集生態学の教材 鶴崎 展巨（農学部教授）
ぶ群集生態学と進化
としても有用である。また，周辺の山陰海岸ジオパークエリアでは
ザトウムシ類で激しい地理的分化が観察される。それらについて
現地での見学も入れてご紹介する。

鳥取大学

【選択】セキュリティ対策ことはじ
め

鳥取大学

本講習では、思春期・青年期の子どもたちが関わることの多い問
題として、主にインターネットに関わる問題、いじめ・非行問題を
取りあげ、その内容について理解を深めます。また、その理解を
【選択】思春期・青年期に向き合 もとに、予防や対処を検討するうえでの基本的な視点の取り方を
うために―思春期・青年期の特 増やします。
石本 雄真（教育支援・国際交流推進機構講
徴と生じやすいさまざまな問題の なお、本講習でも問題への基本的な対処については扱います
師）
理解―
が、より具体的な対処については別講習「【選択】子どもたちの指
導・支援に活かす認知行動療法―気持ちと上手に付き合うため
に―」で扱います（ただし、本講習で扱う問題に特化したものでは
ありません）。

鳥取大学

【選択】ドローンで探る鳥取砂丘
オアシスの謎

パソコン（PC）をはじめとした各種情報機器は、情報教育のみなら
ず、授業やその準備、各種事務処理をはじめ、プライベートでも
欠かせない道具となっています。これらが日頃直面している目に
木本 雅也（総合メディア基盤センター准教授）
映りにくい脅威について、実際に起こった情報セキュリティインシ
デント等の事例をもとに、その事前・事後・日頃の対策について
解説する。

本講義前半では，ドローンの基礎（操縦・安全性）や，活用法の一
つとして空撮写真を用いた３次元モデルの作成について学習した
上で，鳥取砂丘において実際の操縦・空撮を体験する（砂丘へは
バスで移動，荒天時は屋内）．講義後半では大型模型水槽を用 齊藤 忠臣（農学部准教授）
いた実験の観察（動画）から土の中の水の動きを学び，ドローン
やその他の調査結果から明らかとなってきた鳥取砂丘オアシス
の発生・消滅のメカニズムについて学習する．

鳥取県鳥取市
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

鳥取大学

鳥取大学
鳥取大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

１）鳥取砂丘とは、どの範囲を指すか、また砂丘の土地利用変遷
とその背景を理解する。２）鳥取砂丘に観られる各種地形の成り
【選択】鳥取砂丘の教育活用をめ 立ちを知る。３）伯耆大山からの軽石層や火山灰層を挟む砂丘形
小玉 芳敬（農学部教授）
ざして－地理・地学編－
成の歴史を考える。４）風洞実験で風紋などの動態やスリバチ地
形の形成過程を観察する。５）千代川流域までを視野に入れて鳥
取砂丘の理解を深める大切さを学ぶ。
【選択】小学生からのプログラミン Scratchは小学生でも理解できるプログラミング言語です。これを
井上 仁（総合メディア基盤センター教授）
グ―Scratchを用いた実習授業― 用いて実際にプログラムを作成してみます。
この授業は食用きのこ類の栽培方法に関する基礎的知見を開設
【選択】きのこを作ろう
する．きのこ栽培と地球環境との関わり，また，きのこ食の特徴に 霜村 典宏（農学部教授）
ついて解説する．

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年10月14日

教諭

小・中・高等学校
教諭（理科・社会
科教諭を主）

6,000円

24人

平成30年4月22日～
平成30年9月23日

平30-10066505589号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年10月14日

教諭

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年10月14日

小・中学校教諭

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年9月23日

平30-10066505590号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
栄養教諭
諭・栄養教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年9月23日

平30-10066505591号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

【選択】【授業実践演習（小学
校）】音楽

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属小学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 鈴木 慎一朗（地域学部准教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年10月27日

教諭

小学校教諭（音
楽教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年10月6日

平30-10066505592号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

【選択】【授業実践演習（小学
校）】外国語

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属小学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 足立 和美（地域学部教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年10月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年10月6日

平30-10066505593号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（小学
校）】国語

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属小学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 小笠原 拓（地域学部准教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年10月27日

教諭

小学校教諭（国
語科教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年10月6日

平30-10066505594号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（小学
校）】算数

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属小学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 矢部 敏昭（地域学部教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年10月27日

教諭

小学校教諭（算
数教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年10月6日

平30-10066505595号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（小学
校）】社会

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属小学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 高橋 健司（地域学部准教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年10月27日

教諭

小学校教諭（社
会科教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年10月6日

平30-10066505596号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

【選択】【授業実践演習（小学
校）】図画工作

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属小学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 武田 信吾（地域学部講師）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年10月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年10月6日

平30-10066505597号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（小学
校）】生活

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属小学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 高橋 千枝（地域学部准教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年10月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年10月6日

平30-10066505598号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（小学
校）】保健体育

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属小学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、 関 耕二（地域学部准教授）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年10月27日

教諭

小学校教諭（保
健体育教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年10月6日

平30-10066505599号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

鳥取大学

鳥取大学
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年10月27日

教諭

小学校教諭（理
科教諭を主）

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年10月6日

平30-10066505600号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年10月27日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年10月6日

平30-10066505601号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年10月13日

平30-10066505602号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年10月14日

平30-10066505603号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年10月20日

平30-10066505604号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年10月21日

平30-10066505605号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年10月21日

平30-10066505606号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受けた
のちに、附属小学校における公開授業に参加する。さらに教科・
領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見交換や質問な
高橋 ちぐさ（地域学部教授）
どを行って、公開授業の取り組みに関する理解を深める。また、
泉 直志（地域学部講師）
全体会と講演会にも参加して、他の教科等の狙いも含めて、学校
全体で目指す授業作りに関する理解を深める。最後に各教科担
当の講師とともに公開授業と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の開催地

受講人数

受講者募集期間

対象職種

担当講師

鳥取大学

【選択】【授業実践演習（小学
校）】理科

鳥取大学

インセンティブ設計とは，人の意欲を向上させたり，行動を変化さ
せるためにはどうしたらよいかを考えることです．この講座では，
ゲーミングやシミュレーションなどの体験的な手法を用いること
で，経済学分野で研究されてきたインセンティブ設計の理論やモ
三浦 政司（大学院工学研究科助教）
【選択】ゲーミングとシミュレーショ
デルについて分かりやすく学びます．従来は企業組織やビジネス
白石 秀壽（地域学部講師）
ンで学ぶインセンティブ設計
などの場面を対象として研究されてきた事柄ですが，学校教育に
おいて「どうやって児童や生徒の学習の意欲や協調の意欲など
を高めるか？」を考える際のヒントとなるよう，教育応用に関する
議論の機会も設けます．

鳥取大学

【選択】憲法学入門Ⅰ【総論編】

憲法学入門Ⅰ【総論編】では，そもそも憲法とはどのような法なの
か，その成り立ちとその原理原則について，歴史をたどりながら 佐藤 匡（地域学部准教授）
お話をいたします。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年11月3日

鳥取大学

【選択】憲法学入門Ⅱ【各論編】

憲法学入門Ⅱ【各論編】では，どのようなことが人権侵害に該当
し，どのように救済を図ってい行くのか，実際の事件を通してお話 佐藤 匡（地域学部准教授）
をいたします。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年11月4日

鳥取大学

【選択】民法学入門Ⅰ【財産編】

民法学入門Ⅰ【財産編】では，民法における財産法分野につい
て，特に児童もしくは生徒、またはその家庭に起こりうる諸問題に 佐藤 匡（地域学部准教授）
ついてお話をいたします。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年11月10日

鳥取大学

【選択】民法学入門Ⅱ【家族編】

民法学入門Ⅱ【家族編】では，民法における家族法分野につい
て，特に児童もしくは生徒、またはその家庭に起こりうる諸問題に 佐藤 匡（地域学部准教授）
ついてお話をいたします。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年11月11日

鳥取大学

【選択】造形教育のための実践演 色々な素材を使って表現活動をする。事例の紹介や雑材を使っ
習
た工作など、実践的な内容が中心である。

鳥取県倉吉市

6時間 平成30年11月11日

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年11月17日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭・栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

32人

平成30年4月22日～
平成30年10月27日

平30-10066505607号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

宮﨑 百合（鳥取短期大学助教）

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭・栄
栄養教諭
養教諭
幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭・栄
栄養教諭
養教諭
幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭・栄
栄養教諭
養教諭
幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭・栄
栄養教諭
養教諭
幼・小・特別支援
教諭
学校教諭

鳥取大学

【選択】暮らしのなかの生化学

生物を構成する化学物質は多様であり、それら化学物質の結合
や反応が巧妙に制御されて生命活動が営まれます。また、これら
生体物質は、太古の昔から、化成品、食品、衣類、医薬品など
様々な製品に加工され、私たちの暮らしに役立っています。本講 明石 欣也（農学部教授）
習では、「生命現象を化学の目で理解する」ため、生化学の基本
に加え、現代の先端的研究トピックスを紹介するとともに、実際の
サンプル、標本などを用いた実験実習も行います。

鳥取大学

【選択】行政法入門

実は，身の回りには行政法にあふれています。行政法とは法律
の名前ではなくて法の分野名です。その行政法は非常に多岐に 佐藤 匡（地域学部准教授）
渡っています。そのような行政法についてお話ししていきます。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年11月18日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭・栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年10月28日

平30-10066505608号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】食育と栄養

・子どもたちが毎日食べている学校給食について、栄養面の根拠
や役割について学ぶ。
・スポーツをしている子どもたちのためにスポーツ栄養マネジメン
野津 あきこ（鳥取短期大学生活学科教授）
トに関する話題提供を行う。
・近年の子どもの食の現状や課題を整理し、今後の在り方や支
援の方法を考察する。グループワークも行う。

鳥取県倉吉市

6時間 平成30年12月1日

教諭
小・中・特別支援
養護教諭 学校教諭・養護
栄養教諭 教諭・栄養教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年11月10日

平30-10066505609号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択】表現につながるからだあ
そび

身体を使った自己紹介、ウォームアップ、2人組あるいは複数人
数でのマッサージ、自分ではないものになってみる（変身）のワー
木野 彩子（地域学部講師）
ク、音楽にのってみるワーク、グループによる小作品の発表まで
実際の実技、実践を交えて構成します。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年12月2日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭（保健
体育、芸術教科
担当教諭を主）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年11月11日

平30-10066505610号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

附属特別支援学校の公開研究会に参加することにより、「知的障
害のある児童生徒の理解」「教師の指導・支援」「発達の道すじ」
【選択】【特別支援教育実践演
「キャリア発達を促す教育内容」等、知的障害特別支援教育に関
習】知的障害のある子どもの理解
三木 裕和（地域学部教授）
わる基本的な事項を学ぶ。さらに全体会や分科会、講演会を通し
と支援（公開研究会）
て、公開授業や研究実践に対する意見交換を行い、自らの教育
実践を振り返る。最後に、担当教員による本講座の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年12月8日

教諭

特別支援学校教
諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年11月17日

平30-10066505611号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

本講習では、発達障害（ＡＳＤ、ＬＤ、ＡＤＨＤ）およびその他学校
【選択】困難を抱える子の理解と 園で出会うことの多い障害について基礎から学んでいきます。具
石本 雄真（教育支援・国際交流推進機構講
把握―今あらためて学ぶ発達障 体的な支援の方法は扱いませんが、障害の特性や考え方、捉え
師）
害―
方を学び直すことで、日常の指導、支援に応用することのできる
視点を得ることを目指します。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年12月8日

教諭
幼・小学校教諭・
養護教諭
養護教諭

6,000円

46人

平成30年4月22日～
平成30年11月17日

平30-10066505612号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

島根大学

中学校・高校で行う実験のデータの取り扱いを学びます。まず初
【選択】理科実験における測定と めに、単純な測定を通して平均的な傾向やバラツキを数字で評
塚田 真也（教育学部准教授）
誤差～平均値や標準偏差を使っ 価します。そのあと、貝殻などの大きさを測定して、環境について
辻本 彰（教育学部講師）
議論します。平均値や標準偏差が理科の中でどのように役に立
て環境を議論する～
つか理解が深まります。

島根県松江市

6時間 平成30年6月17日

中学校・高等学
校 理科教諭向
け

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年5月17日

平30-10067505920号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

97 / 271 ページ

教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地
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認定番号

電話番号

ＵＲＬ

島根大学

まず、授業教材と専門的内容との関連性を確認するために、その
題材をコラージュやアースワーク等の近・現代美術に求め講義を
する。
次に授業教材を「抽象絵画制作」に設定し、その専門内容を多角
【選択】絵画素材（抽象絵画）によ 的に検証することにより、授業題材として構築することと結び付け
新井 知生（教育学部教授）
る。
る授業題材制作研究
いくつかの抽象絵画制作授業題材例を示し、その適切性や問題
点について論議した後、受講者が自ら抽象絵画制作の授業案を
設定し、その内容にふさわしい参考作品を、コラージュを用いて
制作する。

島根県松江市

6時間 平成30年9月2日

教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校 美術科教諭
に限る

6,000円

10人

平成30年4月22日～
平成30年8月2日

平30-10067505921号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

学校教育相談は特定の教員のみが行う取り組みではなく、すべ
ての教員によって行われる取り組みです。本講習では、日頃の教
【選択】児童・生徒や保護者との
育相談的な関わりの中に取り入れていただけるようないくつかの
西嶋 雅樹（教育学部特任講師）
関わりに活かすカウンセリングの
工夫や心がけ（話の聴き方や非言語的な関わりのもち方など）
技法と考え方
を、ワークも交えて学習します。また、子どもや保護者を理解する
ための基礎的な考え方についても学習します。

島根県松江市

6時間 平成30年6月16日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年5月16日

平30-10067505922号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

学校教育相談は特定の教員のみが行う取り組みではなく、すべ
ての教員によって行われる取り組みです。本講習では、日頃の教
【選択】児童・生徒や保護者との
育相談的な関わりの中に取り入れていただけるようないくつかの
西嶋 雅樹（教育学部特任講師）
関わりに活かすカウンセリングの
工夫や心がけ（話の聴き方や非言語的な関わりのもち方など）
技法と考え方
を、ワークも交えて学習します。また、子どもや保護者を理解する
ための基礎的な考え方についても学習します。

島根県浜田市

6時間 平成30年11月17日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年10月17日

平30-10067505923号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

特に小学校の国語科における文学的文章について、その学習の
意義・目標・方法を考え直す講習です。文学的文章は長らく国語
科の教材として用いられてきましたが、近年、「物語」を学ぶため
【選択】「読むこと（物語）」の学習
の教材としての側面から、意義が捉え直されています。この講習 冨安 慎吾（教育学部准教授）
について考える
では、その延長としてメディア教材（メディアリテラシー）も取り扱
い、文学的文章の学習と、日常的に接するメディアとの接点を模
索します。

島根県松江市

6時間 平成30年7月15日

教諭

小学校・中学校
国語科教諭向け

6,000円

24人

平成30年4月22日～
平成30年6月15日

平30-10067505924号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

特に小学校の国語科における文学的文章について、その学習の
意義・目標・方法を考え直す講習です。文学的文章は長らく国語
科の教材として用いられてきましたが、近年、「物語」を学ぶため
【選択】「読むこと（物語）」の学習
の教材としての側面から、意義が捉え直されています。この講習 冨安 慎吾（教育学部准教授）
について考える
では、その延長としてメディア教材（メディアリテラシー）も取り扱
い、文学的文章の学習と、日常的に接するメディアとの接点を模
索します。

島根県松江市

6時間 平成30年9月2日

教諭

小学校・中学校
国語科教諭向け

6,000円

24人

平成30年4月22日～
平成30年8月2日

平30-10067505925号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

中学校における武道必修化に対応するため、剣道の特性、学習
【選択】効果的な剣道授業の展開 内容の取扱い等を理解し、さらに学校に剣道具が備えられていな 境 英俊（教育学部教授）
い場合の授業実践例を学習する。

島根県松江市

6時間 平成30年7月31日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・（部活動で担
当する見込みの
ある）養護教諭向

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月30日

平30-10067505926号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

小学校図画工作科の内容について、ワークショップ形式で具体
的な教材を体験します。図画工作の具体的な指導や、教材に悩
んでいる先生方のヒントとなる内容です。幼稚園教諭の方も、普
【選択】図画工作科の授業と教材 段の造形表現活動のアイデアになります。
川路 澄人（教育学部教授）
開発
体験予定の教材：描画（色の塗り方のいろいろ）、手の中から生
まれた虫（自分の手を石膏取りしてみよう）、体全体を使って造形
遊び（ビデオザウルスがやって来た！）、模様遊び（古布と段ボー
ルでつくるデコボコハンガ）

島根県松江市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭向け
（幼稚園・特別支
援学校を含む、
中学校・高等学
校は対象外）

6,000円

12人

平成30年4月22日～
平成30年7月23日

平30-10067505927号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

小学校図画工作科の内容について、ワークショップ形式で具体
的な教材を体験します。図画工作の具体的な指導や、教材に悩
んでいる先生方のヒントとなる内容です。幼稚園教諭の方も、普
【選択】図画工作科の授業と教材 段の造形表現活動のアイデアになります。
川路 澄人（教育学部教授）
開発
体験予定の教材：描画（色の塗り方のいろいろ）、手の中から生
まれた虫（自分の手を石膏取りしてみよう）、体全体を使って造形
遊び（ビデオザウルスがやって来た！）、模様遊び（古布と段ボー
ルでつくるデコボコハンガ）

島根県松江市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭向け
（幼稚園・特別支
援学校を含む、
中学校・高等学
校は対象外）

6,000円

12人

平成30年4月22日～
平成30年7月24日

平30-10067505928号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

小学校図画工作科の内容について、ワークショップ形式で具体
的な教材を体験します。図画工作の具体的な指導や、教材に悩
んでいる先生方のヒントとなる内容です。幼稚園教諭の方も、普
【選択】図画工作科の授業と教材 段の造形表現活動のアイデアになります。
川路 澄人（教育学部教授）
開発
体験予定の教材：描画（色の塗り方のいろいろ）、手の中から生
まれた虫（自分の手を石膏取りしてみよう）、体全体を使って造形
遊び（ビデオザウルスがやって来た！）、模様遊び（古布と段ボー
ルでつくるデコボコハンガ）

島根県浜田市

6時間 平成30年10月6日

教諭

小学校教諭向け
（幼稚園・特別支
援学校を含む、
中学校・高等学
校は対象外）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年9月6日

平30-10067505929号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

小学校図画工作科の内容について、ワークショップ形式で具体
的な教材を体験します。図画工作の具体的な指導や、教材に悩
んでいる先生方のヒントとなる内容です。幼稚園教諭の方も、普
【選択】図画工作科の授業と教材 段の造形表現活動のアイデアになります。
川路 澄人（教育学部教授）
開発
体験予定の教材：描画（色の塗り方のいろいろ）、手の中から生
まれた虫（自分の手を石膏取りしてみよう）、体全体を使って造形
遊び（ビデオザウルスがやって来た！）、模様遊び（古布と段ボー
ルでつくるデコボコハンガ）

島根県浜田市

6時間 平成30年10月7日

教諭

小学校教諭向け
（幼稚園・特別支
援学校を含む、
中学校・高等学
校は対象外）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年9月7日

平30-10067505930号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/
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受講料

6時間 平成30年11月3日

教諭

小学校教諭向け
（幼稚園・特別支
援学校を含む、
中学校・高等学
校は対象外）

6,000円

24人

平成30年4月22日～
平成30年10月3日

平30-10067505931号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根県出雲市

6時間 平成30年11月4日

教諭

小学校教諭向け
（幼稚園・特別支
援学校を含む、
中学校・高等学
校は対象外）

6,000円

24人

平成30年4月22日～
平成30年10月4日

平30-10067505932号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

まず、『竹取物語』の教材としての特徴と重要性を見いだし、次
に、『竹取物語』の教科書掲載箇所（３箇所）を取り上げて、新解
【選択】中等国語科における日本 釈や文学的価値について解説する。その上で、『竹取物語』に関
福田 景道（教育学部教授）
連させて『浦島太郎』『一寸法師』の教材としての可能性を示す。
古典文学
さらに、「古典（古文）はなぜ学ぶのか」という点についても考察す
る。

島根県松江市

6時間 平成30年6月17日

教諭

中学校・高等学
校 国語科教諭
向け

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年5月17日

平30-10067505933号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

まず、『竹取物語』の教材としての特徴と重要性を見いだし、次
に、『竹取物語』の教科書掲載箇所（３箇所）を取り上げて、新解
【選択】中等国語科における日本 釈や文学的価値について解説する。その上で、『竹取物語』に関
福田 景道（教育学部教授）
連させて『浦島太郎』『一寸法師』の教材としての可能性を示す。
古典文学
さらに、「古典（古文）はなぜ学ぶのか」という点についても考察す
る。

島根県浜田市

6時間 平成30年10月7日

教諭

中学校・高等学
校 国語科教諭
向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年9月7日

平30-10067505934号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

化学に関連する最近の話題等について解説する。中学校および
高等学校等における理科教育において、生徒が理科を身近に感
じ、興味を高めることができるような内容についての解説・講義を
【選択】授業に生かす化学の最前 行う。各講義内容は、１）微粒子の化学について、鉄などを例に
解説する。２）炭素のカップリング反応とその応用について、有機
線
化学を基礎として解説する。 ３）セラミックス蛍光体について、基
礎から応用について解説する。４）燃料電池の性能を左右する高
分子材料について解説する。

田中 秀和（総合理工学研究科教授）
西垣内 寛（総合理工学研究科教授）
山口 勲（総合理工学研究科教授）
宮崎 英敏（総合理工学研究科教授）

島根県松江市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学校・高等学
校 理科（化学）
教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月7日

平30-10067505935号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

本講習では、 最初に反転授業ならびにその実践例について学
び、反転授業の活用法を理解する。その上で、iPadによるスライド
【選択】iPadを用いる反転授業用
小俣 光司（総合理工学研究科教授）
の作成方法と動画の作成方法を習得し、 実際に教材を作成す
動画のつくりかた
る。最後に作成した教材を用いてプレゼンを行い、有効な教材の
作り方と反転授業の活用法を体得する。

島根県松江市

6時間 平成30年7月30日

小学校～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭
校 教諭・養護教
栄養教諭
諭・栄養教諭向け

6,000円

15人

平成30年4月22日～
平成30年6月30日

平30-10067505936号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

本講習では、学習面で困難を生じる発達に障がいのある児童の
教育や療育における支援への情報技術の活用について概説す
る。授業や個別学習などで活用が始まっている事例を紹介すると
【選択】ゲームが変える学習支援
ともに、実際の機器やシステム操作を体験する。
－発達障がい児が楽しく学習す
縄手 雅彦（総合理工学研究科教授）
また、視覚認知や音韻処理、短期記憶、ワーキングメモリ、メタ認
るために－
知などディスレクシアやその他の障がいの原因となっている脳の
機能について、パソコンを用いた検査・訓練方法についても説明
する。

島根県松江市

6時間 平成30年8月25日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年7月25日

平30-10067505937号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

本講習では、学習面で困難を生じる発達に障がいのある児童の
教育や療育における支援への情報技術の活用について概説す
る。授業や個別学習などで活用が始まっている事例を紹介すると
【選択】ゲームが変える学習支援
ともに、実際の機器やシステム操作を体験する。
－発達障がい児が楽しく学習す
縄手 雅彦（総合理工学研究科教授）
また、視覚認知や音韻処理、短期記憶、ワーキングメモリ、メタ認
るために－
知などディスレクシアやその他の障がいの原因となっている脳の
機能について、パソコンを用いた検査・訓練方法についても説明
する。

島根県松江市

6時間 平成30年8月26日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年7月26日

平30-10067505938号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根県松江市

6時間 平成30年9月15日

教諭

中学校・高等学
校 理科・社会
科・地理歴史科・
公民科教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年8月15日

平30-10067505939号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

講習の概要

担当講師

講習の開催地

島根大学

小学校図画工作科の内容について、ワークショップ形式で具体
的な教材を体験します。図画工作の具体的な指導や、教材に悩
んでいる先生方のヒントとなる内容です。幼稚園教諭の方も、普
【選択】図画工作科の授業と教材 段の造形表現活動のアイデアになります。
川路 澄人（教育学部教授）
体験予定の教材：描画（色の塗り方のいろいろ）、手の中から生
開発
まれた虫（自分の手を石膏取りしてみよう）、体全体を使って造形
遊び（ビデオザウルスがやって来た！）、模様遊び（古布と段ボー
ルでつくるデコボコハンガ）

島根県出雲市

島根大学

小学校図画工作科の内容について、ワークショップ形式で具体
的な教材を体験します。図画工作の具体的な指導や、教材に悩
んでいる先生方のヒントとなる内容です。幼稚園教諭の方も、普
【選択】図画工作科の授業と教材 段の造形表現活動のアイデアになります。
川路 澄人（教育学部教授）
体験予定の教材：描画（色の塗り方のいろいろ）、手の中から生
開発
まれた虫（自分の手を石膏取りしてみよう）、体全体を使って造形
遊び（ビデオザウルスがやって来た！）、模様遊び（古布と段ボー
ルでつくるデコボコハンガ）

島根大学

江戸時代の産業の歴史として島根が誇る奥出雲のたたら製鉄と
石見銀山は、環境に悪影響を及ぼしたか？実は、今日の視点か
ら見ても環境対応に参考になる点が見られることを紹介し、郷
土、歴史、環境対応、地域振興の関係について考える。また、緑 田中 千秋（島根大学名誉教授）
の資源である木材などの生物材料やその加工技術が、２１世紀 片山 裕之（島根大学名誉教授）
にもとめられる再生産可能な資源利用、低環境負荷な加工を実
現し、自然と人類が調和した循環型社会、低炭素社会を構築す
る上でいかに役立っているかを解説する。

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

島根大学

【選択】環境を考慮した材料製
造・加工

島根大学

今日の情報社会はコンピュータによって支えられている。本講習
では、コンピュータおよびデータ処理の仕組みを理解する上で重
會澤 邦夫（総合理工学研究科教授）
【選択】社会を支えるコンピュータ 要な概念をピックアップし、最近の動向について講義する。また、
濵口 清治（総合理工学研究科教授）
の仕組み
近年必要性が高まっているプログラミング教育への備えとして、C
神谷 年洋（総合理工学研究科教授）
言語を例題としつつプログラムの基本的な構成要素簡単な例題
をプログラムとして実装する演習を行う。

島根県松江市

6時間 平成30年8月24日

教諭

高等学校 情報
科教諭向け

6,000円

10人

平成30年4月22日～
平成30年7月24日

平30-10067505940号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

この講習では、学習英文法に焦点を当て、英語教員に必要とさ
れる文法事項の適切な説明力を身につけることをねらいとしま
【選択】学習英文法の改善を目指
す。特に、最近の英語学の知見を参照しながら現在の学習英文 縄田 裕幸（教育学部教授）
して
法を批判的に検討し、学習者の理解を促すために教員がどのよ
うなことに留意すべきか考えていきます。

島根県松江市

6時間 平成30年7月14日

教諭

中学校・高等学
校 英語科教諭
向け

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年6月14日

平30-10067505941号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/
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講習の期間

認定番号

6時間 平成30年9月15日

教諭

中学校・高等学
校 英語科教諭
向け

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年8月15日

平30-10067505942号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根県松江市

6時間 平成30年9月29日

教諭

小学校～高等学
校 音楽科教諭
向け

6,000円

12人

平成30年4月22日～
平成30年8月29日

平30-10067505943号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根県松江市

6時間 平成30年6月23日

教諭

中学校・高等学
校 音楽科教諭
向け

6,000円

10人

平成30年4月22日～
平成30年5月23日

平30-10067505944号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根県松江市

6時間 平成30年8月19日

教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 音
楽科教諭向け

6,000円

10人

平成30年4月22日～
平成30年7月19日

平30-10067505945号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月17日

平30-10067505946号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

ボディー・パーカッションや簡単な打楽器類、各自持参の簡易な
【選択】即興演奏を主軸とする音 楽器類等を用いて、即興的に音を出しながら「音楽づくり・創作」
楽科「音楽づくり・創作」の教材開 に関する多様な授業教材の開発を試みます。
また、本分野における参加者間での情報交換を行い、評価指標
発
のあり方についても、ともに考えたいと思います。

河添 達也（教育学部教授）

島根大学

【選択】楽曲分析を基盤とする合
奏指導法

部活動等における主に小編成吹奏楽（アンサンブル）の指導者
で、経験年数の比較的浅い方を想定した講習です。
簡易な合奏曲を題材として、まずは形式・形態分析を核とする楽
河添 達也（教育学部教授）
曲分析を行います。その成果を生かした合奏指導法を指揮実技
によって考察します。指揮実技は、学生によるピアノ連弾や5名程
度のアンサンブルを対象として行います。

島根大学

本講習では、金管楽器の実技講習を行いながら演奏法・指導法
について考えていく。呼吸法・バズィング・リップスラー・タンギング
【選択】金管楽器演奏法の実践と
など、金管楽器の基本的な奏法について理解を深めるとともに、 小坂 達也（教育学部准教授）
理解
教則本・独奏曲・アンサンブル等の実技実践を通して、金管楽器
における音楽表現や指導法について考えていく。

島根大学

【選択】野菜の生産・加工・機能
性

島根大学

◆現代では学校で顕在化した問題行動への対処に加え、さらに
“見えない問題”、“潜在化している心の課題”に目を向けた取り
組みが求められている。
◆前半は乳幼児期〜児童期の問題行動について、事例を交えて
肥後 功一（教育学研究科教授）
【選択】問題行動の心理臨床的理
概説し、保護者（家族）支援の観点も含めてより実践的な内容に
岩宮 恵子（人間科学部教授）
解とその対応
したい。
◆後半では思春期の問題について生徒指導の実際について理
解を深め、最近の思春期のトピックを紹介しながら、生徒指導の
実践力が高まる内容にしたい。

電話番号

ＵＲＬ

受講料

島根県浜田市

受講人数

受講者募集期間

主な受講対象者

島根大学

本講習では、食生活の中で重要な野菜とくに世界的に多く利用さ
れており認知度が高く、国内においても緑黄色野菜に指定されて
いるトマトについて学びます。
太田 勝巳（生物資源科学部教授）
午前は、トマトの起源・生産・加工および機能性について、基礎的
渋谷 知暉（生物資源科学部助教）
内容から最近のトピックについて講義を行います。
午後は、トマトの光質反応および果実品質について講義した後、
トマトを用いた果実品質や機能性について実習を行います。

時間数

対象職種

講習の開催地

この講習では、学習英文法に焦点を当て、英語教員に必要とさ
れる文法事項の適切な説明力を身につけることをねらいとしま
【選択】学習英文法の改善を目指
す。特に、最近の英語学の知見を参照しながら現在の学習英文 縄田 裕幸（教育学部教授）
して
法を批判的に検討し、学習者の理解を促すために教員がどのよ
うなことに留意すべきか考えていきます。

島根県松江市

6時間 平成30年8月17日

小学校～高等学
校・特別支援学
校 生活科・理
教諭
栄養教諭 科・家庭科・園芸
科教諭・栄養教
諭向け

島根県松江市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

150人

平成30年4月22日～
平成30年7月10日

平30-10067505947号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根県松江市

6時間 平成30年7月23日

教諭

小学校～高等学
校 国語科教諭
向け

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月23日

平30-10067505948号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

【選択】漢文訓読の基礎

一般に国語科における漢文の教材は、既に訓読されて訓点が付
されています。しかし、なぜそのような訓点が付されているのかを
理解し説明することができるには、そもそも訓読とはどのようなも
のなのかを理解する必要があります。本講習は、漢文に関する 竹田 健二（教育学部教授）
専門的な学習を特にした経験の無い人を対象として、「基礎的な
漢文を、漢和字典を活用して自力で訓読できるようになる」ことを
目標として行います。

島根大学

【選択】家庭科の教材と指導法

・家庭科の学習指導要領の改訂の要点について説明し、これに
応じた授業づくりについて検討する。
・学習指導要領の中でも、家族の内容に焦点を当てる。具体的に 鎌野 育代（教育学部准教授）
は、人とよりよくかかわるための理論として「人間関係学」を説明
し、実践の技法としてロール・プレイングの演習を行う。

島根県松江市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校～高等学
校 家庭科教諭
向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月3日

平30-10067505949号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

遊びは、幼年期の子どもの育ちに不可欠のものである。本講習
では、子どもの文化化・社会化という視点から、まず近年の子ど
もを取り巻く生活環境の変化、とりわけ子どもの遊び環境の変化
【選択】子どもの文化化・社会化と が子どもの成長にどのような影響を生じさせてきているのかにつ
西田 忠男（教育学部准教授）
遊び
いて昨今の諸調査データなどから知る。次に、「遊び能力」という
概念を手がかりに遊びのもつ発達的意義について考察し、望まし
い生活態度の形成（行動規範の獲得）につながっていくような遊
び環境について考える。

島根県隠岐郡
隠岐の島町

6時間 平成30年6月24日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年5月24日

平30-10067505950号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

遊びは、幼年期の子どもの育ちに不可欠のものである。本講習
では、子どもの文化化・社会化という視点から、まず近年の子ど
もを取り巻く生活環境の変化、とりわけ子どもの遊び環境の変化
【選択】子どもの文化化・社会化と が子どもの成長にどのような影響を生じさせてきているのかにつ
西田 忠男（教育学部准教授）
遊び
いて昨今の諸調査データなどから知る。次に、「遊び能力」という
概念を手がかりに遊びのもつ発達的意義について考察し、望まし
い生活態度の形成（行動規範の獲得）につながっていくような遊
び環境について考える。

島根県松江市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年7月23日

平30-10067505951号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

遊びは、幼年期の子どもの育ちに不可欠のものである。本講習
では、子どもの文化化・社会化という視点から、まず近年の子ど
もを取り巻く生活環境の変化、とりわけ子どもの遊び環境の変化
【選択】子どもの文化化・社会化と が子どもの成長にどのような影響を生じさせてきているのかにつ
西田 忠男（教育学部准教授）
遊び
いて昨今の諸調査データなどから知る。次に、「遊び能力」という
概念を手がかりに遊びのもつ発達的意義について考察し、望まし
い生活態度の形成（行動規範の獲得）につながっていくような遊
び環境について考える。

島根県浜田市

6時間 平成30年10月6日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年9月6日

平30-10067505952号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/
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時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年7月23日

教諭

小学校～高等学
校 理科（生物）
教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月23日

平30-10067505953号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根県松江市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校～高等学
校 体育科・保健
体育科教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年7月9日

平30-10067505954号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根県松江市

6時間 平成30年9月1日

小学校～高等学
校・特別支援学
教諭
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

100人

平成30年4月22日～
平成30年8月1日

平30-10067505955号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根県松江市

6時間 平成30年7月28日

中学校・高等学
校・特別支援学
校 家庭科教諭
向け

6,000円

10人

平成30年4月22日～
平成30年6月28日

平30-10067505956号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根県浜田市

6時間 平成30年8月23日

小学校～高等学
教諭
養護教諭 校 教諭・養護教
栄養教諭 諭・栄養教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月23日

平30-10067505957号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

【選択】社会科・地理総合で必要
な地理情報の収集と活用

学習指導要領が改訂され、小・中学校では「地理的な見方・考え
方」と知識・技能との関連が、高等学校では「地理総合」が新設さ
れるといわれており、地理的な技能が一層重視されています。内
容的には、ESD（持続可能な社会）と防災が強調されています。こ
うした背景を踏まえ、授業で重要な地理情報の収集と活用につい 作野 広和（教育学部教授）
て学習します。具体的には、教材研究に必要な地理情報の収集
技法や、児童・生徒による地理情報の活用について、インター
ネットを用いた演習中心の学習を行います。なお、地理情報に関
する予備知識は必要ありません。

島根県松江市

6時間 平成30年8月11日

教諭

小学校～高等学
校 社会科・地理
歴史科・公民科
教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月11日

平30-10067505958号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

保健領域（保健分野・科目「保健」）においては、生涯を通じて自
らの健康を適切に管理改善し、健康な生活を送るための思考力・
判断力などの資質や能力の育成が求められている。健康で安全
【選択】実践力を高める保健科教
な生活を送るための資質や能力とは何か。知識の理解を、思考 西村 覚（教育学部准教授）
育の方法
力・判断力の育成につなげるにはどのような教材の工夫が必要
なのか。近年話題のライフスキルプログラムの教材化についても
あわせて検討する。

島根県松江市

6時間 平成30年6月30日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 保
健体育科（保健
領域担当）教諭・
養護教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年5月30日

平30-10067505959号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

次期学習指導要領の改定において、小学校体育科、ネット型球
技の例示に攻守一体タイプ「バドミントンやテニスを基にした簡易
化されたゲーム」が加えられた。攻守一体タイプは、少人数学級
【選択】ネット型球技における、攻 でも実践可能な種目であり、児童生徒がボールに触れる機会が
守一体型種目(テニス)の教材化と 多い、戦術がシンプルでの戦術面での学習を容易にする教材だ 西村 覚（教育学部准教授）
その指導
といえる。本講習では、講義により攻守一体タイプ種目の教材特
性、他のタイプとの関係について理解する。実習では「テニスを簡
易化した種目」を教材として取り上げ、用具の工夫や環境づくりな
ど教材化のポイントを確認します。

島根県松江市

6時間 平成30年6月10日

教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 保
健体育科教諭向
け

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年5月10日

平30-10067505960号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

教育相談や生徒指導をする際に、相手の立場に立って積極的に
相手の話を傾聴することが重要であると言われるが、一方でその
実践は難しいとの認識があるのも確かである。本演習では自分
【選択】自身の持ち味を活かした
自身の話の聴き方の特徴を検討する過程で、自分自身に既に備
話しの聴き方 解決志向アプロー
足立 智昭（教育学部准教授）
わっている傾聴能力（自身の持ち味）の確かさを再認識し、生徒
チの基礎
児童の有する問題解決に必要なリソースを発見していくためのカ
ウンセリング・スキル（主に解決志向アプローチ）を無理のないか
たちで体験する。

島根県松江市

6時間 平成30年7月7日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月7日

平30-10067505961号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

教育相談や生徒指導をする際に、相手の立場に立って積極的に
相手の話を傾聴することが重要であると言われるが、一方でその
実践は難しいとの認識があるのも確かである。本演習では自分
【選択】自身の持ち味を活かした
自身の話の聴き方の特徴を検討する過程で、自分自身に既に備
話しの聴き方 解決志向アプロー
足立 智昭（教育学部准教授）
わっている傾聴能力（自身の持ち味）の確かさを再認識し、生徒
チの基礎
児童の有する問題解決に必要なリソースを発見していくためのカ
ウンセリング・スキル（主に解決志向アプローチ）を無理のないか
たちで体験する。

島根県松江市

6時間 平成30年10月28日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年9月28日

平30-10067505962号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

講習の概要

担当講師

講習の開催地

島根大学

実際に島根大学構内で水中微小生物を採集し、その試料を用い
顕微鏡観察を行い同定する。また、松江市の水田から分離培養
【選択】水中微小生物の採集と観 したミカヅキモの細胞を詳しく観察し、細胞構造を理解し、ミカヅ
大谷 修司（教育学部教授）
察
キモのデンプンをヨウ素液を用いて染色する。最後に飼育したメ
ダカの糞を観察し、糞に含まれている水中微小生物からメダカの
食性を理解する。

島根県松江市

島根大学

本講習は、小学校・中学校および高等学校における体育授業の
【選択】授業に活かす体育科教育 改善に活用することができる学習指導の基礎について、理解する 伊藤 豊彦（教育学研究科教授）
ことを目標としている。そのため、体育科教育学および体育心理 久保 研二（教育学研究科准教授）
学と授業を支える体育心理学
学のそれぞれの観点から体育授業の改善に関する講義を行う。

島根大学

【選択】心理臨床から見た子ども
の心のいま

◇教育相談や生徒指導に関わる、現代の子どもの心の問題につ
いて、講師の心理臨床の実践と研究を踏まえて講義する。
◇まず、心理臨床における傾聴・他者理解など、基本的な事柄に
ついて学ぶ。
◇最新の心理臨床の実践をもとに、時代や社会の変化にともなう
現代の子どもの心のあり方や保護者面接について、事例をふま
えつつ考察する。

島根大学

【選択】被服科学及び染色実験

繊維を中心とした解説を行うとともに、染色実験を実施します。そ
して、衣服素材の染色加工に関する基礎的知識を体得していた
だきます。各種繊維の染色の方法と原理や、染色による染料吸
高橋 哲也（人間科学部教授）
着量、染色物の色の評価方法などについても、実験を通して習
得していただきます。また、天然染料や身近な染色素材による染
色を通して、染色の魅力も体験していただきます。

島根大学

我が国における食料・農業・農村の現状や問題点について概説
するとともに、関連する理論（経済学的視点）や解決に向けた施
策などの現状についても紹介し、それらをもとに今後の食にかか
【選択】食にかかわる産業及び農
わる産業や地域社会のあり方（解決策）について考える機会にし 保永 展利（生物資源科学部講師）
村地域の現状と課題
たいと思います。
講義を通して広い視野や地域経済・農業経済に関する専門知識
などをもつようになることが目的です。

高橋 悟（人間科学部准教授）
野口 寿一（人間科学部准教授）
高見 友理（人間科学部准教授）
長谷川 千紘（人間科学部講師）
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教諭

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

島根大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

教育相談や生徒指導をする際に、相手の立場に立って積極的に
相手の話を傾聴することが重要であると言われるが、一方でその
実践は難しいとの認識があるのも確かである。本演習では自分
【選択】自身の持ち味を活かした
自身の話の聴き方の特徴を検討する過程で、自分自身に既に備
足立 智昭（教育学部准教授）
話しの聴き方 解決志向アプロー
わっている傾聴能力（自身の持ち味）の確かさを再認識し、生徒
チの基礎
児童の有する問題解決に必要なリソースを発見していくためのカ
ウンセリング・スキル（主に解決志向アプローチ）を無理のないか
たちで体験する。
本講習では、バブル崩壊後、1990年代後半から現在にいたる「日
本経済の現状と課題」を以下の4つのテーマ（観点）で講義する。
（１）現代日本の景気問題…2008年アメリカ発世界金融危機に伴
う不況とその後。東日本大震災後の日本経済の動向。（２）現代
日本の金融問題…バブル崩壊後の金融危機。金融ビッグバンと 伊藤 光雄（法文学部教授）
金融再編成。世界的金融危機と日本。（３）現代日本の財政問題
…日本の財政危機の現状と歳出・歳入改革。（４）現代日本の経
済政策…小泉「構造改革」、民主党政権の経済政策、アベノミク
ス。

島根大学

【選択】日本経済の現状と課題

島根大学

日本史の中でも古代から中世前期を中心に、歴史学・考古学の
両分野から現在の研究の最近の動向と成果を紹介し、日本の歴
大日方 克己（法文学部教授）
【選択】地域から日本の歴史を考
史に関する理解を深める。特に、出雲国風土記など古代・中世の
大橋 泰夫（法文学部教授）
える－古代史と考古学－
文献史料や、考古学の成果である遺跡・遺物に関する理解を深
め、地域の素材をどのように授業に活かしていくかを考える。

時間数

受講者募集期間

認定番号

ＵＲＬ

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

島根県松江市

6時間 平成30年12月9日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年11月9日

平30-10067505963号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根県松江市

6時間 平成30年9月16日

教諭

中学校・高等学
校 社会科・地理
歴史科・公民科
教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年8月16日

平30-10067505964号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根県松江市

6時間 平成30年7月29日

教諭

中学校・高等学
校 社会科・地理
歴史科教諭向け

6,000円

25人

平成30年4月22日～
平成30年6月29日

平30-10067505965号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根県隠岐郡
隠岐の島町

6時間 平成30年7月16日

教諭

中学校・高等学
校 国語科教諭
向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月16日

平30-10067505966号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

講習の開催地

受講人数

電話番号

島根大学

【選択】太宰治を読む

本講義では、太宰治の「富嶽百景」のみを対象とし、具体的に本
文を細かく読み進めてゆく。小説作品が言語によって記された虚
構であることをつぶさに見ることで、「富士山には月見草がよく似
武田 信明（法文学部教授）
合う」という表現にのみ集約されてきた「富嶽百景」の新たな読み
方を紹介する。それが作品読解の多様さにふれることにつなが
れば幸いである。

島根大学

【選択】太宰治を読む

本講義では、太宰治の「富嶽百景」のみを対象とし、具体的に本
文を細かく読み進めてゆく。小説作品が言語によって記された虚
構であることをつぶさに見ることで、「富士山には月見草がよく似
武田 信明（法文学部教授）
合う」という表現にのみ集約されてきた「富嶽百景」の新たな読み
方を紹介する。それが作品読解の多様さにふれることにつなが
れば幸いである。

島根県松江市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校 国語科教諭
向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月22日

平30-10067505967号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

日系アメリカ人二世作家 ＷａｋａkｏＹａｍａｕｃｈｉ の代表的短篇の
【選択】日系アメリカ人作家 Ｗａｋ 一つである “Ａｎｄ ｔｈｅ Ｓｏｕｌ Ｓｈａｌｌ Ｄａｎｃｅ”（1959）を精読し
渡部 知美（法文学部教授）
ａｋｏ Ｙａｍａｕｃｈｉ の作品を読む ます。主に母と娘の関係と語りという観点から解釈しつつ講義を
行います。

島根県松江市

6時間 平成30年7月27日

教諭

中学校・高等学
校 英語科教諭
向け

6,000円

25人

平成30年4月22日～
平成30年6月27日

平30-10067505968号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

現在の日本では、日中関係をめぐって問題が過剰に拡大する傾
向がありますが、その一因として、中国社会の成り立ちやその特
【選択】中国社会を歴史から考え 質について十分に理解されていない点があると考えられます。本 丸橋 充拓（法文学部教授）
講義では、中国の社会に関する歴史学の研究成果を紹介するこ 佐々木 愛（法文学部教授）
る
とによって、学校教育における外国史教育・異文化教育への一助
となることをめざします。

島根県松江市

6時間 平成30年6月9日

教諭

中学校・高等学
校 社会科・地理
歴史科教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年5月9日

平30-10067505969号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

【選択】音楽史から学ぶ〔共通事
項〕

平成29年３月に改訂・告示された新しい小・中学校の音楽科学習
指導要領では、〔共通事項〕は、「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の学習に
おいて共通に必要な「思考力、判断力、表現力等」、「知識」に関
する資質・能力として示されています。この講習では音楽史の視 藤井 浩基（教育学部教授）
点から、音楽を形づくっている要素やそれらの働き、さらに音符、
休符、記号や用語をとらえなおし、授業実践に生かす方法を考察
します。

島根県松江市

6時間 平成30年6月9日

教諭

小学校～高等学
校・特別支援学
校 音楽科教諭
向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年5月9日

平30-10067505970号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

本講習では、①小学校、中学校および高等学校学習指導要領に
基づいて、学校教育における英語教育全体が現在どのように行
われているのかについて概観し、②小・中・高等学校で具体的に
どのような指導が求められており、③②を行うために各教育段階
【選択】英語教育における現代的
の教員は何を意識して日々の授業を作っていかなければならな 猫田 英伸（教育学部准教授）
課題
いのかについてまとめる。その際、「目標に準拠した評価」「Candoリスト型の到達目標の設定」にも言及する。なお、講習の後半
において、受講者には実際の教材に基づいて授業計画等を作成
し、発表することを求める。

島根県松江市

6時間 平成30年7月28日

教諭

中学校・高等学
校 英語科教諭
向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月28日

平30-10067505971号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

教師は、子どもの心を育むには相手の心に自らの心をもち寄せ
関わることが大切であると理解していても、事例検討会に提示さ
れる資料には、対象児に関する客観性の高い情報が多いことか
【選択】エピソード記述を活用した
ら、そこでの議論において心に寄り添う教師の語りはどうしても表 原 広治（教育学研究科教授）
子ども理解と関わり
出されにくい。そこで本講習では子どもの心やその変化を描くた
めの方法としてエピソード記述を紹介し、それを実際に描くことを
通して子ども理解と支援の具体について学修する。

島根県松江市

6時間 平成30年7月8日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月8日

平30-10067505972号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

【選択】特別支援教育における学
習環境と人間関係の重要性（文
化心理学の視点から）－生活単
元学習再考－

島根県松江市

6時間 平成30年6月10日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年5月10日

平30-10067505973号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

心理学では、環境要因を排除し「個人の能力」を評価してきた。し
かし近年、「取り巻く環境」「人間関係」等の文化的要因を重視し
て研究されるようになってきている。また、机上での認知学習等
が、生活に結びつかないという報告も多い。そこで、本講義では、 三島 修治（教育学研究科特任教授）
子どもの発達を促す学習環境、人間関係の重要性を論じた後、 樋口 和彦（教育学部准教授）
生活単元学習について、再考してみたい。生活単元学習には、
「活動あって学習なし」というような批判が存在するが、再検討す
る。
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対象職種

主な受講対象者

受講料

島根県隠岐郡
隠岐の島町

6時間 平成30年7月15日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月15日

平30-10067505974号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

特別支援学校の学習指導要領の自立活動の内容は大綱的で、
教師自身が障害の状態や発達の状況等に即して、具体的な指
導内容を工夫することを求められる。本講義では、まず、健常児
【選択】言語・コミュニケーション発 の言語・コミュニケーションに関し、特に、対人関係や認知に関す
達の理論に基づいた障害がある る学習・発達のメカニズム、環境との相互作用（社会・文化的・歴 樋口 和彦（教育学部准教授）
史的視点：子どもが活動したくなる環境の準備等）について詳細
子どもの指導の実際
に説明する。次に、種々の障害の状況（発達障害から重度・重複
障害の子どもまで）に応じた指導への活用方法について、具体例
を提示して講義する。

島根県松江市

6時間 平成30年10月27日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年9月27日

平30-10067505975号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

【選択】肢体不自由（重度・重複
障害を含む）児の理解と指導方
法

肢体不自由児の指導に際して、教育課程構築や指導計画作成
のための知識として、心理や病理、身体機能等に関する知識が
必要である。本講義では、これらの知識の基礎を培う。
まず、肢体不自由児に対する教育の基礎から実際の指導方法に
ついてとりあげる。肢体不自由の原因と状態、必要なケア、教育 樋口 和彦（教育学部准教授）
課程の編成と教育内容(各教科・自立活動等)などの基礎的な内
容から、教育の基盤となる心理学や運動学の知識について触れ
る。さらに具体的な実践例を紹介し、実際の指導に役立つ情報を
伝達する。

島根県松江市

6時間 平成30年9月29日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年8月29日

平30-10067505976号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

ディスレクシア（読み障害）やディスグラフィア（書字障害）の子ど
【選択】読み書き障害の子どもへ もの原因、特性について認知心理学の視点から解説する。その
の支援－原因と指導方法の実際 後、原因や特性に応じた、指導の観点を説明した後、具体的指導 樋口 和彦（教育学部准教授）
方法について検討する。受講者同士の、演習も取り入れながら、
－
指導場面で活用できる内容も提案したい。

島根県松江市

6時間 平成30年9月30日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年8月30日

平30-10067505977号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

ディスレクシア（読み障害）やディスグラフィア（書字障害）の子ど
【選択】読み書き障害の子どもへ もの原因、特性について認知心理学の視点から解説する。その
の支援－原因と指導方法の実際 後、原因や特性に応じた、指導の観点を説明した後、具体的指導 樋口 和彦（教育学部准教授）
方法について検討する。受講者同士の、演習も取り入れながら、
－
指導場面で活用できる内容も提案したい。

島根県浜田市

6時間 平成30年10月8日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年9月8日

平30-10067505978号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

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、道徳の教科化とそ 塩津 英樹（教育学部准教授）
【選択】「特別の教科 道徳」を要
の指導法について理解を深める。後半（午後）では、「特別の教 丸橋 静香（教育学研究科准教授）
とした新しい時代の道徳教育
科 道徳」が目指す授業づくりについて、演習等を通して理解を深 高塚 寛（教育学部特任教授）
める。

島根県松江市

6時間 平成30年9月2日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

100人

平成30年4月22日～
平成30年8月2日

平30-10067505979号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

近年、教育現場では子どもたちの発達の問題、心理的・精神医
学的問題への対応や支援が重要な課題となっている。
本講義では児童・思春期の精神科臨床の立場から、発達課題を
【選択】児童・生徒の呈する精神
踏まえ、子どもたちの呈するさまざまな精神医学的問題につい
医学的問題の理解と対応につい
稲垣 卓司（教育学部教授）
て、臨床現場の現状、診断、治療法等について理解を深めます。
て
そして、子どもたちや保護者への支援や関わり方についても考え
たいと思います。また、他職種との連携等について具体例を提示
して講義します。

島根県浜田市

6時間 平成30年8月7日

小学校～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

100人

平成30年4月22日～
平成30年7月7日

平30-10067505980号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

近年、教育現場では子どもたちの発達の問題、心理的・精神医
学的問題への対応や支援が重要な課題となっている。
本講義では児童・思春期の精神科臨床の立場から、発達課題を
【選択】児童・生徒の呈する精神
踏まえ、子どもたちの呈するさまざまな精神医学的問題につい
医学的問題の理解と対応につい
稲垣 卓司（教育学部教授）
て、臨床現場の現状、診断、治療法等について理解を深めます。
て
そして、子どもたちや保護者への支援や関わり方についても考え
たいと思います。また、他職種との連携等について具体例を提示
して講義します。

島根県出雲市

6時間 平成30年9月8日

小学校～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

100人

平成30年4月22日～
平成30年8月8日

平30-10067505981号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

講義ではまず、生活科ではなぜ活動や体験を重視するのか、子
どもは活動や体験を通してどのように学ぶのか、といった教科の
学習論についてふれながら生活科で育てたい学力や子ども像に
ついて考察する。次に、2020年度より完全実施される小学校学習
【選択】生活科の授業と学習材開
加藤 寿朗（教育学研究科教授）
指導要領生活科の目標・内容や特色、実践的課題等について検
発
高塚 寛（教育学部特任教授）
討する。さらに、子どもの発達や興味・関心に即した生活科の学
習材開発について、造形領域や社会認識・自然認識領域の題材
を取り上げながら演習形式で具体的に考察する。また、幼小連携
の観点から幼稚園教諭も対象とする。

島根県松江市

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

25人

平成30年4月22日～
平成30年7月10日

平30-10067505982号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

本講義ではまず、2020年度より完全実施される小学校学習指導
要領社会科について、教育改革の動向をふまえながら、その目
加藤 寿朗（教育学研究科教授）
標や内容について現行の学習指導要領と比較しながら解説す
【選択】初等社会科の授業と教材
る。次に、新指導要領社会科の特色、子どもの社会的な見方・考 高塚 寛（教育学部特任教授）
開発
え方を育てる社会科授業づくりのポイントについて考察する。さら 和田 律央（教育学部附属小学校主幹教諭）
に、「主体的・対話的で深い学び」の観点からの小学校社会科授
業改善や具体的な教材開発について検討する。

島根県松江市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小学校 教諭向
け

6,000円

25人

平成30年4月22日～
平成30年7月2日

平30-10067505983号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

講習の名称

講習の概要

担当講師

島根大学

心理学では、環境要因を排除し「個人の能力」を評価してきた。し
かし近年、「取り巻く環境」「人間関係」等の文化的要因を重視し
【選択】特別支援教育における学 て研究されるようになってきている。また、机上での認知学習等
習環境と人間関係の重要性（文 が、生活に結びつかないという報告も多い。そこで、本講義では、 三島 修治（教育学研究科特任教授）
化心理学の視点から）－生活単 子どもの発達を促す学習環境、人間関係の重要性を論じた後、 樋口 和彦（教育学部准教授）
生活単元学習について、再考してみたい。生活単元学習には、
元学習再考－
「活動あって学習なし」というような批判が存在するが、再検討す
る。

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

開設者名
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受講人数

電話番号

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年8月2日

養護教諭

全校種 養護教
諭に限る

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月2日

平30-10067505984号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

養護教諭自身が“いきいき” と活動するためには、脳の思考特性
を理解し、組織やチームの課題を解決しながら健康づくりを進め
ていくことが重要です。この講座では、データと情報の関係からヘ
【選択】養護教諭の特性を活かし
ルス・ニーズの把握について理解し、ポピュレーションアプローチ 吾郷 美奈恵（島根県立大学看護学部教授）
た健康づくり
とハイリスクアプローチについて考察します。また、養護教諭が
“いきいき”と活動するためにはどうすれば良いのか、グループ
ワークにより導き出します。

島根大学

【選択】「人生は選択の連続であ
る」…教えている内容が本当に子
ども達の実になっているのだろう
か－アクティブラーニング手法に
よる経済的な知見を通じた振返り
と実践－

教職員（養護教諭を含む）が、子どもたちに「生きる力」、「キャリ
ア教育」の前提となる「責任ある市民意識」、「社会的自立」を育
中許 善弘（一般社団法人ＣＥＥジャパン代表理
む観点から、総合的な学習の時間などにおいて実践できる「社会
事、公益社団法人ジュニア・アチーブメント日本 島根県浜田市
の仕組みや経済の動き」及び「それらと自分自身との関わり」とい
特別顧問）
う考え方を、会社経営シミュレーションを使い、それに自ら参加し
体験的実技演習を行うことで習得する。

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

35人

平成30年4月22日～
平成30年7月23日

平30-10067505985号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

【選択】「人生は選択の連続であ
る」…教えている内容が本当に子
ども達の実になっているのだろう
か－アクティブラーニング手法に
よる経済的な知見を通じた振返り
と実践－

教職員（養護教諭を含む）が、子どもたちに「生きる力」、「キャリ
ア教育」の前提となる「責任ある市民意識」、「社会的自立」を育
中許 善弘（一般社団法人ＣＥＥジャパン代表理
む観点から、総合的な学習の時間などにおいて実践できる「社会
事、公益社団法人ジュニア・アチーブメント日本 島根県松江市
の仕組みや経済の動き」及び「それらと自分自身との関わり」とい
特別顧問）
う考え方を、会社経営シミュレーションを使い、それに自ら参加し
体験的実技演習を行うことで習得する。

6時間 平成30年8月25日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年7月25日

平30-10067505986号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

【選択】発育期にある児童・生徒
の運動器疾患予防と救急処置

児童・生徒の健康上の問題として、運動不足からくる基本的な運
動能力や体力の低下と、低学年からの部活動等での過度の運動
によるスポーツ傷害（外傷・障害）が指摘されている。このような
児童・生徒の運動器疾患（外傷、障害、疾患）の発生状況と課
題、学校における運動器検診について解説する。さらに、外傷の
救急処置の具体的な方法、及び児童・生徒のスポーツ傷害を予
防する体づくりについて、講義と実習・演習を行う。

島根県出雲市

6時間 平成30年8月3日

養護教諭

養護教諭に限る

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月3日

平30-10067505987号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

【選択】教育評価の新たな地平

本講習では、まず戦前から現代に至るまでの教育評価の歴史的
変遷を踏まえた上で、評価の意義を再考していく。続いて、様々
な評価方法を追究しながら、近年着目されるパフォーマンス評価
におけるルーブリックとポートフォリオ評価の意義を確認する。以
深見 俊崇（教育学部准教授）
上の観点を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」に関する評価
を検討し、グループでの共有を図っていく。その活動を通して、評
価活動を基盤とした教師の協働的な営みやカリキュラムマネジメ
ントについての理解も深めていく。

島根県松江市

6時間 平成30年11月4日

教諭

小学校～高等学
校 教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年10月4日

平30-10067505988号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

教育の情報化にあたり、ICTの活用方法について把握を目的とす
る。これからの自分の授業の中で生かしていけるように、活用例
【選択】教育の情報化－ICTの授 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
業活用（初級編）－
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8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月8日

平30-10067505989号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

明るい学級、おとなしくて生真面目な学級など、学級が持つ心理
社会的な個性を学級風土という。学級風土アセスメントの知見や
臨床心理学の知見を元に、学級風土のなりたちや、学級風土を
【選択】学級という場を生かした子
伊藤 亜矢子（お茶の水女子大学基幹研究院
生かした特別支援教育、スクールカウンセラーなど多職種と連携
ども支援
人間科学系准教授（臨床心理士））
した学級経営など、子どもたちの成長を支える学級づくりについ
て考える。なお、幼稚園教諭等も受講可能ですが、小中学校の通
常学級の学級経営についての内容が主になります。

島根県松江市

6時間 平成30年10月28日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
～高等学校・特
別支援学校 教
諭・養護教諭向け

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年9月28日

平30-10067505990号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

幼稚園において集団遊びは友達との関わりを深め、コミュニケー
ション能力を高めるためにも重要である。子どもが楽しいと思う活
【選択】保育の教材研究１－集団 動を日々、保育の中で展開する必要があるが、本講習では、3～
小山 優子（島根県立大学短期大学部准教授） 島根県松江市
遊びの実際
5歳児の発達を踏まえた遊びやゲームを紹介し、子どもの意欲を
高める保育実践のヒントとなるよう、集団遊びの実際をワーク
ショップ形式で行う。

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年7月22日

平30-10067505991号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

講義・演習を通して次期学習指導要領に示されている小学校「外
国語活動」「外国語科」のねらいや意義を理解することに加え、小
学校で外国語を学ぶ意義や児童の発達段階に応じた指導の在り
【選択】小学校「外国語活動」「外 方について理解を深める。加えて、平成30年度から使用される文
篠村 恭子（松江工業高等専門学校講師）
国語科」の理論と実践
部科学省による教材『Let’s Try!』『We Can!』や現行の『Hi,
friends!』などの教材を使用して単元計画を作成し、その一部をグ
ループごとに実際に行い協議する。また、小中連携の観点から、
中学校教諭も対象とする。

島根県松江市

6時間 平成30年6月30日

教諭

小学校・中学校
外国語活動・外
国語科教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年5月30日

平30-10067505992号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

1.教育課程と学校図書館 /2.発達段階に応じた学校図書館メディ
アの選択/3.児童生徒の学校図書館メディア活用能力の育成/4.
学習過程における学校図書館メディア活用の実際 /5.学習指導
における学校図書館の活用/6.情報サービス（レファレンスサービ
【選択】学校図書館司書教諭講習
ス等）/7.教師への支援と働きかけ
宍道 勉（鳥取大学非常勤講師）
「学習指導と学校図書館」
※平成29年度・30年度島根大学学校図書館司書教諭講習2科目
（「情報メディアの活用」「学習指導と学校図書館」）のうち、教員
免許状更新講習として受講できるのはいずれかの1科目のみとし
ます。

島根県松江市

教諭

平成30年度島根
大学学校図書館
12,000円
司書教諭講習受
講者に限る

40人

平成30年6月25日～
平成30年7月8日

平30-10067505993号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

内尾
馬庭
土江
木原

祐司（医学部教授）
壯吉（医学部附属病院教授）
梨奈（医学部講師）
勇夫（元島根大学医学部准教授）

島根県出雲市

12時間
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平成30年7月31日～
平成30年8月3日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

島根大学

学校種を越えて連携･一貫した教育指導体制を構築していく上
で、異校種理解および異校種間の連携・一貫は地域をあげて取
り組むべき重要な教育課題の一つである。本講習では、島根県
教育委員会が実施する「教職経験11年目研修」の中の異校種体
【選択】異校種体験ワークショップ 験活動を活用して異校種の教育活動への理解を深め、児童生徒 権藤 誠剛（教育学部教授）
への望ましい指導のあり方について考える。そのために、12月の
事後研修では異校種での体験の成果をもとに、到達目標に沿っ
た課題レポート2点（各Ａ４，2枚程度）の提出、発表を求め、それ
について全体で討議する。

島根県松江市

12時間

平成30年6月9日、
平成30年12月15日

島根県教育委員
会実施の11年目
教諭
養護教諭 研修該当者に限
る

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年5月9日

平30-10067505994号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

学校種を越えて連携･一貫した教育指導体制を構築していく上
で、異校種理解および異校種間の連携・一貫は地域をあげて取
り組むべき重要な教育課題の一つである。本講習では、島根県
教育委員会が実施する「教職経験11年目研修」の中の異校種体
【選択】異校種体験ワークショップ 験活動を活用して異校種の教育活動への理解を深め、児童生徒 権藤 誠剛（教育学部教授）
への望ましい指導のあり方について考える。そのために、12月の
事後研修では異校種での体験の成果をもとに、到達目標に沿っ
た課題レポート2点（各Ａ４，2枚程度）の提出、発表を求め、それ
について全体で討議する。

島根県浜田市

12時間

平成30年6月10日、
平成30年12月16日

島根県教育委員
会実施の11年目
教諭
養護教諭 研修該当者に限
る

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年5月10日

平30-10067505995号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

法教育とは、法律を教える教育ではない。法教育とは、自分の頭
で物事を考え、能動的に社会参加をする市民を育てるための教
育である。また、自分の考えを主張できるということだけではなく、
【選択】法教育～自立した市民の
相手の考えを尊重する態度を養うことも目的とする。身近で起こ 岸田 和俊（島根県弁護士会会長）
育成のための教育～
りうる紛争事例を用いたロールプレイ授業を通じて、ルールとは
社会生活を豊かにしたり円滑にしたりするためのものであること
や、問題解決のための考え方などを学ぶ。

島根県松江市

6時間 平成30年7月21日

小学校～高等学
校・特別支援学
教諭
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月21日

平30-10067505996号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

法教育とは、法律を教える教育ではない。法教育とは、自分の頭
で物事を考え、能動的に社会参加をする市民を育てるための教
育である。また、自分の考えを主張できるということだけではなく、
【選択】法教育～自立した市民の
相手の考えを尊重する態度を養うことも目的とする。身近で起こ 岸田 和俊（島根県弁護士会会長）
育成のための教育～
りうる紛争事例を用いたロールプレイ授業を通じて、ルールとは
社会生活を豊かにしたり円滑にしたりするためのものであること
や、問題解決のための考え方などを学ぶ。

島根県浜田市

6時間 平成30年8月25日

小学校～高等学
校・特別支援学
教諭
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月25日

平30-10067505997号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

岡山大学

児童・生徒には活字離れや語彙力の低下が指摘される昨今，教
員にとっては多忙化が進み，じっくりと腰を据えて一冊の本と対峙
脇本 恭子（大学院教育学研究科教授、教育学
【選択】英語学の観点に基づく英
岡山県岡山市
するゆとりがなくなっています。本講習では，こうした現状に鑑み
部教授）
文精読 (2018年度講習)
て，英詩をはじめとする文学作品について，英語学の諸分野に立
脚した精読・分析を行っていきます。

6時間 平成30年6月2日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

6,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月13日

平30-10068506926号

086-251-7597

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】地域言語・文化と国語教
育(2018年度講習)

本講習は、岡山方言を中心とした諸方言、方言が取り入れられて
いる教材及び作品などを取り上げて、方言を使用した表現の特
徴を考えたり、ことばを学習する観点を探ったりする。また、国語 又吉 里美（大学院教育学研究科准教授、教育
岡山県岡山市
科教科書教材にみられる諸方言の特質を整理するとともに、授 学部准教授）
業における地域言語、地域文化の授業展開について考えること
を目的とする。

6時間 平成30年6月9日

教諭

小学校教諭及び
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年5月20日

平30-10068506927号

086-251-7597

https://edu.okayamau.ac.jp/

広島大学

「１．音楽科に今後求められる要件と，それに対応する授業づく
り」では，学習指導要領（音楽）の変遷から新学習指導要領を位
置づけ，音楽科に今後求められる要件と，それに対応した授業づ
【選択】音楽科授業に必要な基礎
三村 真弓（教育学研究科教授）
くりのポイントについて学ぶ。
と応用Ⅱ
枝川 一也（教育学研究科教授）
「２．声の出し方、歌い方」では、中高の音楽科教科書で扱われる
声楽曲を中心に、発声法の基礎を再考し、歌唱法、歌唱指導法
を学習する。

広島県東広島
市

6時間 平成30年6月16日

教諭

中・高「音楽」教
諭（小学校音楽
主担当も可）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504103号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

常用漢字表（平成22年11月30日内閣告示）を、日本語の歴史か
ら改めて見つめる。常用漢字表には、漢字の字体と音・訓が示さ
【選択】常用漢字表に見る日本語 れている。常用漢字表に掲げられている比較的平易な漢字の字
佐々木 勇（教育学研究科教授）
の歴史
体・音・訓を通して、過去から現在に至る日本語の歴史をながめ
てみたい。それによって、現代の国語教育に生きる日本語の歴
史を探る。

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月7日

教諭

中・高「国語」教
諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504104号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

本講習では、小学校の図画工作科・体育科に関して、現場にお
木原 成一郎（教育学研究科教授）
【選択】小学校の教育・研究（図 ける今日的な問題を共有しながら、授業づくり・教材づくりの実際
中村 和世（教育学研究科教授）
画工作科・体育科）に関する最新 について考えていく。それぞれの教科における最新の動向を踏ま
池田 吏志（教育学研究科准教授）
情報
えつつ、事例研究や実技を通して、指導案の作成、教材の解釈と
大後戸 一樹（教育学研究科准教授）
構成、評価方法の工夫などを行う。

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504105号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

現代社会における体育・スポーツの捉え方は多様化し，体育・ス
ポーツ科学の進歩は目覚ましいものがある。そこで本講習では，
主に以下の3点から講習内容を概説しながら，ワークショップにて
沖原 謙（教育学研究科教授）
【選択】生涯スポーツ社会におけ 議論を深めていく。①生涯スポーツ社会における学校運動部活
齊藤 一彦（教育学研究科教授）
る体育・スポーツ指導の在り方
動の在り方について解説する。②学校体育を取り巻く諸背景につ
岩田 昌太郎（教育学研究科准教授）
いて，諸外国の例などにも触れつつ概説する。③グローバル化に
おける学校体育の今日的課題に対するカリキュラムと指導方法
の在り方について検討する。

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月14日

教諭

中・高「保健体
育」教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504106号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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開設者名

広島大学

広島大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

【選択】我が国の食卓を支える
肉・乳・卵の生物学

私たちの普段の食卓に「肉・乳・卵」が上ることは，もはや特別な
事ではありません。しかしこれらの食材がどのように生産されて
いるのか，については余り知られていません。本講習では代表的
な畜産食材である牛乳，牛肉，豚肉，鶏肉，鶏卵，およびそれら
を生産する家畜の飼料，の６つの話題について栄養学，生理学，
繁殖学，遺伝育種学等の様々な切り口から丁寧な解説を行い，
我が国を取り巻く「食」に関する理解を深めます。

【選択】ことばの多様性と教育

本講習では，まず「地域差（方言）」と「世代差（若者ことば）」と
いった観点から日本語を見つめ直し，その多様性を確認する。次
に，そのように多様な日本語がどのように使い分けられているか
について検討する。最後に，語種（和語・漢語・外来語）を例とし
て，言語接触によってもたらされる多様性とそれによって生じるコ 永田 良太（教育学研究科准教授）
ミュニケーション上の問題（外来語の問題）について考える。こと
ばの多様性とその意味や背景をふまえつつ，教育の場における
日本語（国語）とはどのようなものであるべきかについて考えてみ
たい。

前田
都築
小櫃
島田
杉野
河上

照夫（生物圏科学研究科教授）
政起（生物圏科学研究科教授）
剛人（生物圏科学研究科教授）
昌之（生物圏科学研究科教授）
利久（生物圏科学研究科准教授）
眞一（生物圏科学研究科准教授）

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

幼・小・中・高教
教諭
養護教諭 諭, 養護教諭, 栄
養教諭
栄養教諭

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504107号

082-424-5034

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

教諭

小・中・高「国語」
教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504108号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504109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7月22日

教諭

中・高「外国語
（英語・ドイツ語・
フランス語）」教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504110号

082-424-6615

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月21日

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月21日

広島県東広島
市

小学校生活科教育の最新情報を踏まえて，教育方法や教育内
広島大学

容に関する講義・演習等を行い，生活科教育実践に必要な資質・
朝倉 淳（教育学研究科教授）
【選択】小学校の教育・研究（生 能力の向上を目指す。また，最近の小学校音楽科教育の動向を
権藤 敦子（教育学研究科教授）
活科・音楽科）に関する最新情報 踏まえ，学級担任が音楽の授業を担当することを想定し，指導に
寺内 大輔（教育学研究科准教授）
あたって必要となる基礎技能を確認しながら，小学校音楽科の指
導のあり方について理解を深める。
外国語教育の真の意味を探るため，欧米の文化・言語を対象
に，異文化を学ぶ意義を考察してみたい。講習内容は以下の三
部です。
(1)文学テクストと英語教育 (2)モンテーニュに学ぶ異文化の旅
(3)言語学と外国語教育

上野 貴史（文学研究科准教授）
倉田 賢一（文学研究科准教授）
奥村 真理子（文学研究科助教）

広島大学

【選択】異文化を学ぶために

広島大学

生活習慣を習得するための保健指導の方法と評価について概説
川崎 裕美（医歯薬保健学研究科教授）
する。
國生 拓子（医歯薬保健学研究科教授）
【選択】子どもの健康と保健指導 １）子どもの生活習慣と保健指導の課題
石附 智奈美（医歯薬保健学研究科講師）
２）子どものメンタルヘルスと援助
３）特別な支援を必要とする子どもの理解と援助

広島県広島市

6時間 平成30年7月23日

養護教諭

養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504111号

082-257-5050

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

健康診断・毎日の健康観察・保健室来室記録，けがの観察など
をまとめる方法論を振り返り，児童生徒の健康問題や課題の抽
出と活動評価に理論的に活用するために，情報活用の理解を深 砂川 融（医歯薬保健学研究科教授）
【選択】子どもの健康課題探索の
小林 敏生（医歯薬保健学研究科教授）
める。
ための情報活用
高橋 真（医歯薬保健学研究科講師）
１）手指の仕組みと上肢のけがの処置
２）統計学的分析の基礎
３）コンピュータ活用の基礎

広島県広島市

6時間 平成30年7月24日

養護教諭

養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504112号

082-257-5050

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】体の仕組みと処置

児童生徒の発達と運動、成長期に運動する際の注意点につい
て、人体構造・生理学などと関連させながら詳説する。
１）ボディメカニクス－体の効率的な使い方－
２）救急処置の根拠と実際、創傷治癒の仕組み
３）保護者の病気と子どもの健康

折山 早苗（医歯薬保健学研究科教授）
片岡 健（医歯薬保健学研究科教授）
二井谷 真由美（医歯薬保健学研究科講師）

広島県広島市

6時間 平成30年7月25日

養護教諭

養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504113号

082-257-5050

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】現代社会をめぐる法と政
治

「現代社会をめぐる法と政治」というテーマで、以下のような内容
の講義を行う。
・行政活動の特徴を法的側面から理解するべく、行政法の基礎
概念につき検討を行う。
・消費者被害防止のための施策と被害からの救済手続きを把握
したうえで、これらの課題と展望について考察する。
・1998年から14年連続で3万人をこえてきた日本の自殺について
その特徴と社会のあり方との関係を探る。
・2009 年以後の主要核保有国の核政策、核戦略を検討する。特
にアメリカ、ロシアの核政策の変化、核軍縮の進展状況にも注目
する。

手塚
宮永
江頭
永山

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月26日

教諭

中・高「社会科
系」教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504114号

082-424-7205

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

学習指導要領の改訂を見据え、生物分野における探究的な学習
について内容学の観点に基づいて講義する。具体的には、①生
【選択】生物分野における探究的 物分野における探究的な学習の展開とは、②観察器具類の扱い 竹下 俊治（教育学研究科教授）
な学習の基礎と発展
方（基本と応用）、③生物の多様性と共通性における探究的な学 富川 光（教育学研究科准教授）
習の実際、④甲殻類を用いた探究的な学習の実際について、講
義（実習を含む）を通して学習する。

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月26日

教諭

中・高「理科」教
諭（小学校理科
主担当も可）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504115号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

明治初年の地租改正は、日本の社会経済システムに大きな変革
をもたらした大改革であった。そして、その研究・教育の主たる対
象は、農地・農村であった。それに対して、本講習においては、残
【選択】都市の地租改正（近代日 念ながらに日本経済史の通説本にも触れられることが皆無であ
森田 英樹（教育学研究科講師）
本の都市の土地税制史）
る都市の地租改正について、日本で最初の地租改正が着手され
た東京都市部を事例に講義する。また、可能ならば、土地税制史
だけではなく、現代日本の税制・財政に関する話題も提供できれ
ばと考えている。

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月27日

教諭

中「社会」・高「地
歴」「公民」教諭

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504116号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

日本語指導が必要な児童生徒は、日常会話ができても学年相当
の学習言語能力が不足していることがある。本講習では、様々な
背景（年齢、対日年数、来日年齢、母語の発達状況）を持つ児童
【選択】外国人児童生徒のリテラ
生徒のリテラシーをどのように把握し、日本語指導や教科の指導 渡部 倫子（教育学研究科准教授）
シー指導と評価
にどのように活かしていくかを考案する。小・中学校における事例
を多く扱うため、主な受講対象者は小・中学校教諭とするが、高
校教諭も受講可能。

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月28日

教諭

小・中「国語」教
諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504117号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

貴大（社会科学研究科教授）
文雄（社会科学研究科教授）
大藏（社会科学研究科教授）
博之（社会科学研究科教授）
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

広島大学

日本語の語彙・意味について，その基本的な概念を，実際の単
【選択】日本語の語彙と意味－世 語の使用例をもとにわかりやすく解説する。また，日本語を世界
金 愛蘭（教育学研究科講師）
界の中のニホンゴ－
の中の一言語として相対化するための，いくつかの教室内活動を
行い，当たり前に思っているニホンゴについて再考する。

広島大学

【選択】日本から見た国際平和

広島大学

「経済政策と実体経済の見方」というテーマで，以下の4つの内容
の講義を行う。
【選択】経済政策と実体経済の見 １．経済データとデータ作成に用いられる統計学の考え方
２．最近の金融財政政策とデフレ脱却
方
３．インターンシップ制度の起源とドイツの労働集約型産業発展
４．企業活動と金融資本市場の見方

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月28日

教諭

小・中・高「国語」
教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504118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7月28日

教諭

小・中・高「社会
科系」教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504119号

082-424-6910

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島県広島市

6時間 平成30年7月28日

教諭

中・高「社会科
系」教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504120号

082-424-7205

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

1.「現代音楽入門」では、20世紀以降の代表的な作曲技法を取り
上げ、概説するとともに、実習を通して教育現場への応用につい
て考察する。
徳永 崇（教育学研究科准教授）
【選択】音楽科授業に必要な基礎
2.「弦楽器の知識と実践」では、ヴァイオリンを中心として楽器の
髙旗 健次（教育学研究科教授）
と応用Ⅰ
歴史や構造、ならびに奏法や楽曲について、範奏を交えながら紹
介する。また、鑑賞教育や部活動での弦楽器分野の知識や実践
に生かせるよう、実際にヴァイオリンに触れる体験も行う。

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月28日

教諭

中・高「音楽」教
諭（小学校「音
楽」主担当も可）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504121号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

本講習では，新聞を活用した教育(NIE)について，資質・能力の育
【選択】新学習指導要領における 成を目指す新学習指導要領における位置や役割，可能性を考察
朝倉 淳（教育学研究科教授）
するとともに，諸事例を通して記事の読解や新聞作成などのさま
ＮＩＥの展開
ざまな活用方法を新聞関係者とともに実践的に学びます。

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月29日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504122号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

本講習では，3名の講師が，柔道，剣道，ダンスの各専門分野の
視点から，中学校・高等学校の授業づくりに求められる知見を紹
介し，実技研修を行う。柔道では，基本動作・応用動作の習得及 草間 益良夫（教育学研究科准教授）
【選択】武道・ダンス指導の在り方 び安全管理，伝統文化としての柔道を考察する。剣道では，その 出口 達也（教育学研究科教授）
内容と方法について理解を深め，指導の在り方について考える。 黒坂 志穂（教育学研究科准教授）
ダンスでは，実践を通して内容と方法の理解を深め，多角的視点
から捉え直す。

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月29日

教諭

中・高「保健体
育」教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504123号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

アクティブ・ラーニング, 調べ学習，実験によるレポート等を書か
せるときの手法（データ・文献収集）・評価の仕方を学べます。
エッセイ・論説・著書の書き方とは異なります。生徒がこのような
【選択】調査によるレポート、論文
手法を習得することで，レポート・報告書・論文作成の水準が上 築達 延征（社会科学研究科教授）
の作成・評価法
がり，将来，入試・国際バカロレア・卒論・学位論文・報告書作成
等で有益となります。まずは，先生自身がアカデミック的に正統と
される手法を実習も交えながら，学んでみましょう。

広島県広島市

6時間 平成30年7月31日

教諭

中・高教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504124号

082-424-7205

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月4日

教諭

小・中・高「国語」
教諭

6,000円

100人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504125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4日

教諭

中・高「国語」教
諭(小学校教諭も
可）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504126号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

小学校、中学校、高等学校の社会科担当教員を対象に、国際紛
争の歴史的経過、日本の援助政策、日本の平和安全法制と関連
小池 聖一（国際協力研究科教授）
させながら国連の取り組みを中心として今日の実態に関する講
掛江 朋子（国際協力研究科准教授）
義を通じて、日本から見た国際平和とは何か、という問題につい
て理解を深めることを目的とする。

小瀧 光博（社会科学研究科教授）
千田 隆（社会科学研究科教授）
森 良次（社会科学研究科教授）
鈴木 喜久（社会科学研究科准教授）

広島大学

【選択】映画の見方・読み解き方

映画には様々な表現技法が凝縮しており、映画を読み解く視点
や発想は文学教材の読み解きにも応用できる。本講習では、せ
りふ・演技・カメラワーク・構図・編集などに注目して、映画の作り
手（監督）の意図を読み解く事例を提示する。また、レトリックから 柳澤 浩哉（教育学研究科教授）
導き出された視点移動の方法は、映画だけでなく、作文・小論指
導でも有効なため、その方法を講義する。その中で小論文の基
本（定石）も簡単に解説したい。

広島大学

【選択】古典アクティブ・ラーニン
グ

古典学習の場のアクティブ・ラーニングをめぐってありうべき姿を
問い、それに応じた教材開発と教材研究を行う。小学校、中学
竹村 信治（教育学研究科教授）
校、高等学校それぞれの課程について、教科書教材に絵画資料
などの新教材を加え、具体的な提案を試みる。

広島大学

本講習では，哲学及び倫理学のトピックを題材として，「考える」プ
ロセス及び「解決する」プロセスについて学ぶ。前半では，生と死
をめぐる哲学的な問題群についての講義を通して，哲学的・反省
【選択】考えること，解決すること：
宮園 健吾（総合科学研究科准教授）
的に考えるというプロセスの特徴について理解を深める。後半で
哲学・倫理学の観点から
眞嶋 俊造（総合科学研究科准教授）
は，倫理問題の解決法についての講習をワークショップ形式で行
う。倫理的な意思決定を行うためのモデルを事例分析に用い，使
うことができるようになることを目指す。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月4日

教諭

中「社会」・高「公
民」教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504127号

082-424-6318

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

１．「弾き歌いの実践演習」では、小・中・高等学校で用いる教科
書の中から各自が１曲選択し、その曲の弾き歌いを行う。実践演
習をとおして学校教育現場にて行う弾き歌いのさらなる向上を目
【選択】音楽科授業に必要な基礎
濵本 恵康（教育学研究科教授）
指す。
と応用Ⅲ
伊藤 真（教育学研究科准教授）
２．「箏を使った音楽科授業」では、箏曲の歴史や楽曲について
認識を深めた上で、実技演習をとおして箏の取り扱いついて学
ぶ。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月4日

教諭

中・高「音楽」教
諭（小学校音楽
主担当も可）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504128号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

本講習は、英語授業を活性化する発問・フィードバックのあり方に
ついて理解を深めることをねらいとする。読解発問は生徒の理解
確認とともに、読解力を促進する役割がある。教科書付随の読後
【選択】英語授業を活性化する発
発問にはテキストの一部を切り取った事実発問が多く、より深い 深澤 清治（教育学研究科教授）
問・フィードバックの工夫
学びに導く推論・評価発問を補足する必要がある。同時に、生徒
発言の正誤のみを指摘する教師フィードバックに加えて、より積
極的な発話を引き出すための工夫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4日

教諭

中・高「英語」教
諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504129号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

107 / 271 ページ

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

認定番号

教諭

中・高「英語」教
諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504130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6日

教諭

中「社会」・高「地
歴」教諭

6,000円

26人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504131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7日

教諭

中・高「理科」教
諭，小学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504132号

082-424-7320

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中・高「理科」，中
「技術」，高「工
業」教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504133号

082-424-7516

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中・高「数学」教
諭

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504134号

082-424-7320

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

広島大学

【選択】生物学の最新事情-進
化・系統・生物多様性-

広島大学

地震防災と鉄筋コンクリート構造，木質構造の耐震設計に関する
概要を解説する。地震動の科学や地震観測，防災，建物の耐震
三浦 弘之（工学研究科准教授）
【選択】地震防災と建物の耐震設 設計法の重要性や耐震設計法に必要な科学的知見について解
日比野 陽（工学研究科准教授）
説する。さらに，地震防災や過去の地震による建物の被害，近年
計に関する基礎知識
森 拓郎（工学研究科准教授）
の研究の紹介を通して，日常生活における地震防災の実践や建
物の地震被害軽減に対する取り組みに対する理解を深める。

電話番号

ＵＲＬ

6時間 平成30年8月5日

本講習では，東広島市西条盆地南部の河岸段丘面に立地する
新田開発を事例に，地理学的・歴史学的な分析を通して，新田開
発の手法やその工夫について検討する。具体的には，旧版地形
【選択】歴史的事象の地形を読む 図，空中写真を用いた地形判読，新田開発の経緯を記録する古
−段丘面上の新田開発を事例に 文書や絵図の読解などの室内作業と，現地における段丘地形の 熊原 康博（教育学研究科准教授）
観察，新田開発の痕跡，用水路と地形の関係，農地改良に伴う
−
顕彰碑の観察などのフィールドワークを行う。室内作業とフィール
ドワークの成果を統合して，新田開発の手法やその工夫を検証
する。

受講人数

受講者募集期間

受講料

広島県東広島
市

数学は古い歴史をもち、現在もますます進化している。本講習で
は、数学の発展史の中から比較的なじみの深い、ユークリッド幾
何、微積分、記号、日本の江戸時代の数学など、さらには中学・
松本 堯生（広島大学名誉教授）
高校の教育関係者にも関る現代数学の内容など、の中から適当
河野 芳文（高知工科大学名誉教授）
な話題を選び解説する。講義を通して受講者に、数学の考え方
や、時代特有の認識に関する理解を深め、数学教育への新たな
意欲を持ってもらうことを目指す。

講習の期間

主な受講対象者

広島大学

生物分野の教育課程の中での位置づけが変わってきた生物の
進化と系統、その関連分野、特に、新しい分類体系とその基に
坪田 博美（理学研究科附属宮島自然植物実
なっている分子系統学、生物多様性に関わる内容を解説する。ま
験所准教授）
た、この分野に関するアクティブラーニングを行う。主な受講対象
倉林 敦（両生類研究センター助教）
者は中学校・高等学校の教諭とするが、生物学に興味がある小
学校教諭も受講可。

時間数

対象職種

講習の開催地

現在の中・高等学校の文部科学省英語検定教科書には、少ない
ながらも文学教材が収められている。本講習では、まず英語文学
の言語的特徴について理解した後、高等学校の英語教科書に収
【選択】英語文学教材の言語的特
められている英語文学教材を取り上げ、どのような文法事項や修 西原 貴之（教育学研究科准教授）
徴を踏まえた読解指導
辞技法が用いられているかを確認する。また、教科書付属の設
問についても検討し、英語文学教材を授業でどのように指導して
いくか考えてきたい。

広島大学

【選択】数学とその発展

広島大学

現在のような価値多元社会においては、多様な価値観をいかに
共存させ調停させるかが重要な資質としてあげられる。こうした資
質を育成する一つの鍵として、社会問題（論争問題）が上げられ
【選択】社会問題を活用した社会
る。本講習では、まず社会問題を扱うことの意義と難しさを共有し 川口 広美（教育学研究科准教授）
科の授業づくり
た上で、実際にどのように用いられているかの実践事例を海外と
日本の事例を比較しながら検討する。その後に、検討を踏まえ
た、授業開発を実施したい。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小・中「社会」・高
「地歴」「公民｣教
諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504135号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

新しい学習指導要領においては、資質・能力の育成を基盤とした
学習活動を充実することが求められている。本講習では、このよ
【選択】新学習指導要領で求めら うな理科教育に関する最新の動向と併せて、言語を基盤としなが
松浦 拓也（教育学研究科准教授）
れる資質・能力の育成を基盤とし らより良く思考を行うために重要となるメタ認知を取り扱う。そし
木下 博義（教育学研究科准教授）
た理科の学習指導
て、言語活動やメタ認知等の視点を取り入れた理科授業の在り
方について、講義と演習を通して、理科教師としての資質・能力
の向上を図る。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中・高「理科」教
諭（小学校理科
主担当も可）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504136号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

改訂版の中学校学習指導要領における技術・家庭科技術分野
の目標・内容・方法について概説するとともに，「技術の見方・考
【選択】新学習指導要領に対応す え方」に気付かせる授業例や，「ネットワークを利用した双方向性 谷田 親彦（教育学研究科准教授）
る技術科の学習指導
のあるコンテンツのプログラミング」の授業例について演習を通し 藤中 透（教育学研究科教授）
て検討し，これからの技術科授業の在り方について理解を深める
ための講義を行う。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中「技術」教諭

6,000円

32人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504137号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

家庭経済については，社会や家族，家庭の変化が家庭経済に及
ぼす影響について解説し，新しい時代に適合した経済生活の運
営を考える。 保育学・生涯発達学については，学校家庭科で人
【選択】人間生活（家庭科）教育
の生涯発達や保育について学ぶ理由について再確認する。ま
横田 明子（教育学研究科教授）
学の最新事情－家庭経済・保育
た，乳幼児期における子どもの発達の特徴と愛着関係形成の重 今川 真治（教育学研究科教授）
－
要性について解説する。さらに，子育て支援や育児不安解消に
向けた現代の家庭における父親の役割の重要性についても解説
する。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中・高「家庭」教
諭（小学校教諭も
可）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504138号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

この講習は，英語教育において，学習者の論理的思考力を伸長
させ，表現力を育成するための指導のあり方をテーマとし，次の
ような講義・ワークショップを行います。1．「論理的思考力」を伸
長させるための教材開発と指導の視点＝論理的思考力とは何か 達川 奎三（外国語教育研究センター教授）
【選択】英語教育における論理的
を整理し，その力を伸長するための教材と指導のあり方について Walter Davies（外国語教育研究センター准教
思考力の伸長と表現力の育成
考えます。2．「表現力」を育成するための教材開発と指導のあり 授）
方＝どのような言語活動を提供することが，学習者の表現力育
成に繋がるかについて考えます。3．教材の吟味と指導の実際
（その1＆2）＝ワークショップ

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中・高「英語」教
諭（小学校教諭も
可）

6,000円

24人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504139号

082-424-5943

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

小学校の社会科と家庭科の授業に関して，①社会科と家庭科の
学習指導に関する知識・技能等について，②社会科と家庭科の 木村 博一（教育学研究科教授）
【選択】小学校の教育・研究（社
授業構成の理論と方法等について，③近年の教育の動向を踏ま 永田 忠道（教育学研究科准教授）
会科・家庭科）に関する最新情報
えた具体的指導法等について，それぞれ理解を深める。履修認 伊藤 圭子（教育学研究科教授）
定試験は，当日の各科目の最後の時間（30分）に実施する。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504140号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

「変化をいかにとらえるか」という問いは、自然科学においては言
うまでもなく、広く人間の活動における重要な課題である。この講
義では、「変化の数学」ともよばれる微積分学について、現象の
川下 和日子（工学研究科准教授）
記述という観点から改めて考察する。その中で、自然界の「現象」
と抽象的な「微積分」がどの様につながるのかについて、微分・積
分の定義の意味や微分方程式を通じて考えてみたい。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月10日

教諭

中・高「数学」教
諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504141号

082-424-7516

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

最近の化学の発展は目覚ましく、大学の講義で扱う化学も以前
に比べ進歩し、難しくなってきており、高校と大学で扱う学習内容
のギャップがますます広がる感がある。このような観点から講習 三吉 克彦（広島大学名誉教授）
【選択】最近の化学-その本質的
を開設し、化学分野における基本的な話題を選び、中学・高校の 深澤 義正（広島大学名誉教授）
理解
教科書を補填する内容で、かつ将来の学習に深く繋がる本質的 谷本 能文（広島大学名誉教授）
な見方で解説を行う。キーワード：「酸とアルカリ」「有機化学反
応」「化学結合と分子内・分子間相互作用」

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月10日

教諭

中・高「理科」教
諭

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504142号

082-424-7320

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

固体の示す磁性と熱電変換の物理について理解し，その特性が
どのように応用されているかを理解する。特に，固体中での電気
【選択】未来社会を支える量子物
伝導を担う電子の運動および熱伝導を担う格子振動について理 高畠 敏郎（先端物質科学研究科教授）
質科学
解する。磁性体と熱電変換物質の単結晶育成方法と物性測定方
法についても理解する。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月10日

教諭

中・高「理科」教
諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504143号

082-424-7009

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】原子核と放射線

原子，原子核の構造と周期律について理解し，原子核の崩壊と
それにともなう放射線の発生，およびその利用について例示を含
めて説明します。そして，核分裂によりエネルギーが発生する原
遠藤 暁（工学研究科教授）
理と福島第一原子力発電所の事故について解説します。また，
核エネルギーの利用として放射線の医学利用について解説しま
す。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月10日

教諭

中・高「理科」教
諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504144号

082-424-7516

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】絵巻の特質と楽しみ方

日本のアニメ文化のルーツともいわれる絵巻について、まず、そ
の歴史、表現の特質を解説します。次に、国宝「源氏物語絵巻」、
国宝「信貴山縁起絵巻」といった代表的な作品を映像によって鑑 菅村 亨（教育学研究科教授）
賞し、その魅力を探るとともに、新しい研究成果も踏まえ、鑑賞教
材としての美術史上の位置づけを考えます。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月10日

教諭

中・高「美術」教
諭

6,000円

25人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504145号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

本講習では，プログラミング教育について，普段の生活や教科等
における学習上の必要性や学習内容と関連付けながら計画的か
長松 正康（教育学研究科教授）
【選択】小学校でできるプログラミ つ無理なく確実に実施できる事例を解説する。さらに，実際に論
田中 秀幸（教育学研究科教授）
理的思考力を身に付けるための学習活動を体験することで理解
ング教育の実践
川田 和男（教育学研究科准教授）
を深めます。また，今後のプログラミング教育に関してディスカッ
ションを行います。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月10日

6,000円

18人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504146号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

小学校図画工作科における技術的なものづくりの授業の考え方
について概説するとともに，木材（板材）を材料とした題材「円形
谷田 親彦（教育学研究科准教授）
【選択】小学校でできるものづくり
木琴」と，金属（針金）を材料とした題材「フラワーベース」の授業
三根 和浪（教育学研究科准教授）
技術
例を検討し，ものづくり技術及び図画工作科に関する授業の在り
方について理解を深めるための講習を行う。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭

6,000円

32人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504147号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

この講習は，ＩＣＴとコーパスを活用した効果的な英語授業をテー
マに，次の4つのワークショップを行います。 １．ＩＣＴを活用した
【選択】ＩＣＴとコーパスを活用した 英語指導のあり方とその可能性 ２．コーパスを活用した英語指 榎田 一路（外国語教育研究センター准教授）
英語指導
導のあり方とその可能性 ３．コーパスを活用した教材研究と
Simon Fraser（外国語教育研究センター教授）
データ分析 ４．ＩＣＴとコーパスを活用した教材開発・指導への活
用

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月10日

教諭

中・高「英語」教
諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504148号

082-424-5943

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】口腔のサイエンスと学校
歯科保健Q＆A

我が国の「新健康フロンティア戦略」では，子供の健康力とともに
「歯の健康力」が重要テーマとなっている。生きる力としての口腔
の健康は学校教育の場で大切な項目である。また口腔は比較的 杉山 勝（医歯薬保健学研究科教授）
親しみやすく，子供達のサイエンスに対する興味の入り口として 竹本 俊伸（医歯薬保健学研究科教授）
も効果的な教育対象である。
松本 厚枝（医歯薬保健学研究科講師）
本講習では口腔のサイエンスとともに学校保健現場での歯科的
諸問題とその対応を取り上げる。

広島県広島市

6時間 平成30年8月10日

養護教諭

養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504149号

082-257-5613

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】英語教師のためのコン
ピュータ活用法

指導や校務におけるコンピュータの活用法について演習を行い
ます。テストやプリント作成のためのWordの操作方法，成績処理
や簡単な統計処理を含むExcelの操作方法，リスニングテストや
阪上 辰也（外国語教育研究センター講師）
教材作成のための録音・音声ファイルの加工方法をそれぞれ扱
います。作業するPCのOSはWindows 7，Office のバージョンは
2010を使う予定です。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月16日

教諭

中・高「英語」教
諭

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504150号

082-424-5943

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】図形領域の教材研究

小・中学校学習指導要領の告示(平成29年3月)を始めとする教育
の一連の動向のなかで数学科に期待されることは多い。特に，数
学的な見方や考え方を長期的に育てるためには，指導方法の検
討を含む十分な教材研究が欠かせない。本講習では，数学教育 影山 和也（教育学研究科准教授）
の現状を踏まえた上で，中学校数学科における図形領域を主題
にして，平面図形の移動と作図，合同・相似，証明の理解を深め
ることを目的とする。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月17日

教諭

中「数学」教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504151号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

私たちの身のまわりには、材料・加工と計測・制御に関する技術
を用いた様々な製品があります。本講習では、材料・加工と計
木村 彰孝（教育学研究科准教授）
【選択】材料・加工と計測・制御に 測・制御に関する中学校技術・家庭（技術分野）を中心とした基礎
川田 和男（教育学研究科准教授）
関する技術を用いたものづくり
的な内容について、簡単な製品の構想・設計と製作を通して身に
鈴木 裕之（教育学研究科准教授）
つけます。加えて、材料・加工と計測・制御に関する技術を利用し
たものづくりと教材について、ディスカッションを行います。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月17日

教諭

小・中「技術」・高
「工業」・特支等
教諭

6,000円

16人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504152号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】数学入門（微分積分と現
象解析）
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小・中「技術」・高
教諭
「工業」・特支等
養護教諭
教諭，養護教諭，
栄養教諭
栄養教諭
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年8月17日

教諭

中・高「英語」教
諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504153号

082-424-5943

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

教諭

中・高「家庭」教
諭（小学校教諭も
可）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504154号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

講習の開催地

広島大学

【選択】データから見る効果的な
英語学習と評価の方法

昨今では，英語の学習・指導に関してより客観的な根拠に基づく
教育的意思決定が求められるようになってきています。しかし，指
導実践の中でどのようにして客観的な根拠を得るか，どのように
客観的な根拠を活用するかということについては容易に答えが見
草薙 邦広（外国語教育研究センター特任講
つかるものではありません。そこで，本講習では，（a）どのような
師）
教師の行動が効果的だとされているか，（b）指導実践においてど
のようにデータを得て，どのように整理するか，（c）データの解釈
からどのように指導を変えていくか，といったことについて理解を
深めたいと思います。

広島大学

【選択】人間生活（家庭科）教育
学の最新事情－食生活－

食生活は健康維持に重要であることはよく知られています。食生
活と健康との関連について最新の話題も含めて講義で説明しま
す。また、健康は食生活だけでなく運動などの生活習慣も関わっ 松原 主典（教育学研究科准教授）
ていますので、それらとの関係性についても話題を提供し理解を
深めます。なお、簡単な実験も行い科学的な理解を深めます。

広島大学

【漢文】では中国説話をいくつかとりあげながら、中国古代の文化
的背景、それを読み解くポイントなどを紹介する。【古文】では『徒
然草』の有名な「猫又」の段の一節を取り上げ、注釈書の解釈の
有馬 卓也（文学研究科教授）
【選択】日本・中国の語学・文学・ 誤りと古語辞典での説明がどのように連動するかを具体的に検
久保田 啓一（文学研究科教授）
討することで、注釈書や古語辞典を広く見比べて問題点を摘出す
思想
有元 伸子（文学研究科教授）
る方法を提示する。【現国】では太宰治が西鶴作品を翻案した『新
釈諸国噺』の一話「裸川」をとりあげ、前時代からの文化イメージ
の再利用や変奏・パロディの様相などを検討する。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月20日

教諭

中・高「国語」教
諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504155号

082-424-6615

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

現在、わが国の子どもの体力低下や健康の維持増進が喫緊の
課題になっている。そのような背景の中、以下の3点から講習内
上田 毅（教育学研究科教授）
【選択】体力向上と健康の維持増 容を概説する。①体力・運動機能に係る基礎的・応用的知識につ
福田 倫大（教育学研究科助教）
進における基礎的・応用的知識 いて解説する、②健康・安全の管理と予防に関する基礎的・応用
岡井 理香（教育学研究科助教）
的知識について解説する、③子どもの発育発達の特徴と有効な
運動指導について解説する。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月20日

教諭

中・高「保健体
育」教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504156号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

この講習では，教室内で実施できるインプットとアウトプットの言
語活動をテーマとして，以下の2点のテーマを扱います。
(1) 語彙学習理論と教科書を活用した語彙学習のアクティビティ
語彙学習の理論的背景を説明し，その後，教科書を活用して生
【選択】指導に役立つ語彙学習と
徒の語彙学習を支援する活動を体験するワークショップを行いま 鬼田 崇作（外国語教育研究センター准教授）
ライティングの効果的活動
す。
(2) ライティングへのフィードバック
フィードバック研究の知見に基づいて，生徒が書いた英語に対し
て，有効なフィードバックを与える方法を紹介します。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月20日

教諭

中・高「英語」教
諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504157号

082-424-5943

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】小学校の教育・研究（国
語科・外国語活動および外国語
科）に関する最新情報

国語科における、言語活動と学習目標や手だてとの関わりにつ
いて講義演習する。国語科における文字（平仮名・片仮名・漢字・ 松本 仁志（教育学研究科教授）
ローマ字）指導のこれからのあり方について、現状の課題を踏ま 難波 博孝（教育学研究科教授）
えながら講述する。外国語活動および外国語科の基本的な意義 岩坂 泰子（教育学研究科准教授）
とあり方について、現状の課題を踏まえながら講義演習する。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504158号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】物理実験教材の活用

本講習では，物理のいろいろな分野の実験教材について分析
し，これらの教材を授業で活用する方法について，個々の課題意
蔦岡 孝則（教育学研究科教授）
識に基づいて実習する。①力学実験教材の活用（実習含む）②
梅田 貴士（教育学研究科准教授）
波動実験教材活用（実習含む）③電磁気実験教材の活用（実習
含む）

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中・高「理科」教
諭（小学校理科
主担当も可）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504159号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】彫刻をつくる

彫刻表現に関わる造形要素の理解を深めるために，主に彫塑用
粘土を用いて，モデルを使った等身大の頭像制作を行う。また彫
一鍬田 徹（教育学研究科教授）
刻教育に関わる指導法や実践例について講義を行う。これらの
学習を通して，彫刻教育における理論と実践の統合を図る。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中・高「美術」教
諭

6,000円

12人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504160号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】発達障害児の理解と支
援：基礎編

本講習では、近年クローズアップされている学習障害、注意欠陥
多動性障害、高機能スペクトラム障害などといった発達障害のあ
る幼児児童生徒の心理・生理・病理的特性の基礎的事項を紹介
するとともに、その特性に応じた個別の支援やインクルーシブ教 川合 紀宗（教育学研究科教授）
育の観点による学級集団における支援の在り方、さらに、特別支
援学校や医療・福祉機関等との有機的な連携の在り方につい
て、ディスカッションや講義等を通じて考える。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高・特
支教諭，養護教
諭

6,000円

200人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504161号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

本講習では、まず前半で、古代ギリシアから中世および近世初頭
までの哲学的文献の事例をたどることによって、今、私たちが日
本語で「主観」「客観」と言っていることがらの哲学史上の変遷を
【選択】西洋古代・中世哲学史及 講述する。後半では、近代ドイツの哲学者ヘーゲルを取り上げ、 赤井 清晃（文学研究科准教授）
び近年のヘーゲル研究
ヘーゲル研究にとってのアカデミー版ヘーゲル全集の刊行の意 硲 智樹（文学研究科准教授）
義、そして今後の研究の進展次第では従来のヘーゲル像が変化
する可能性があることなど、近年のヘーゲル研究の状況につい
て解説する。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月24日

教諭

中「社会」・高「公
民」教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504162号

082-424-6615

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

日本の司法制度改革が本格的に始まってから十年以上を経過し
て新しい法律制度が各部門で出そろった。そこで主要な法分野と
法曹界における改革の進み具合を，社会における法の機能や効
【選択】司法改革の到達点：法社
果に注目する法社会学的観点から考察する。これにより司法分 畑 浩人（教育学研究科講師）
会学からの考察
野の最新動向に関する幅広い知識の獲得ができる。この講習に
より獲得された内容や視点は，法教育関連の教材開発や公民科
の授業時に背景知識として大いに役立つであろう。

広島県広島市

6時間 平成30年8月24日

教諭

中「社会」・高「公
民」教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504163号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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市
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担当講師

広島大学

高等学校数学科において「微分積分学」の重要性は未だ健在で
ある。この講習では、①いくつかの円周率を求める方法、及び②
【選択】高等学校微分積分学にお
下村 哲（教育学研究科教授）
微分方程式からオイラーの公式に至る道筋、の2つの話題につい
けるある発展教材
池畠 良（教育学研究科教授）
て楽しみながら学び、高等学校「微分積分学」の内容の充実を図
る。

広島大学

【選択】小学校の教育・研究（算
数科・理科）に関する最新情報

広島大学

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月24日

教諭

高「数学」教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504164号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

平成32年度から完全実施される小学校学習指導要領と関連させ
ながら，算数科教育及び理科教育に関する最新情報を踏まえ
植田 敦三（教育学研究科教授）
て，（1）算数科のカリキュラム構成や学習方法に関する講義，
（2）理科のカリキュラム構成や学習方法に関する講義，を行い算 山崎 敬人（教育学研究科教授）
数科及び理科の教育実践に必要な教師の資質・能力の向上を
図る。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504165号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

【選択】発達障害児の理解と支
援：応用編

本講習では、学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能スペクトラ
ム障害などの発達障害のある幼児児童生徒の指導経験のある
受講者を中心に、心理・生理・病理的特性や支援の在り方、関係
諸機関との連携の在り方について、講義やディスカッションに加
川合 紀宗（教育学研究科教授）
え、国立特別支援教育総合研究所が提供しているインクルーシ
ブ教育システム構築支援データベースに掲載されている先進事
例の検討を行い、発達障害のある幼児児童生徒に対するニーズ
に応じた支援の在り方について学ぶ。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月24日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高・特
支教諭，養護教
諭

6,000円

110人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504166号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】教職員のための「社会福
祉論」

少子高齢化、格差貧困の顕在化、多様な子どもたちの学校への
包摂の進展といった社会の変化のなかで、教員ほか学校のス
タッフは、社会福祉への関心と一定程度の知識を持つことが求め
佐々木 宏（総合科学研究科准教授）
られている。そこで、本講習では、現代日本の社会福祉の代表的
河本 尚枝（総合科学研究科准教授）
課題である「子どもの貧困」と「在日外国人の生活問題」をとりあ
げ、現状を解説し、学校に今何が求められているのかを検討す
る。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月28日

教諭

中「社会」・高「地
歴・公民」教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504167号

082-424-6318

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

特別支援教育の対象となる児童生徒が，平等に学ぶ機会を享受
する上で，デジタルテクノロジーへの教師の理解とそれに基づく
活用は有力な手段となる。本講習では，特別支援学校，特別支
【選択】特別支援教育におけるデ
援学級，通常学級に通う児童生徒に対して，教授材，学習材や 氏間 和仁（教育学研究科准教授）
ジタルテクノロジーの活用
補助具としてのデジタルテクノロジーの活用法を紹介し，可能な
限り演習などで体験し，デジタルテクノロジーの学校での活用の
ための基礎知識と活用法を身につけることを狙いとしています。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月28日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高・特
支教諭，養護教
諭で特別支援を
必要とする児童
生徒を担当してい
る方

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504168号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

聴覚障害教育の経験を有している特別支援学校等（特別支援学
級、通級指導教室等を含む)の教員を対象として、聴覚障害教育
を巡る最近の動向について解説しながら諸課題を整理するととも
【選択】聴覚障害教育における授
に、小学部段階での教科の授業を想定しながら、授業づくりに向 谷本 忠明（教育学研究科准教授）
業づくりを考える
けて求められる事としてどのようなことがあるのか、それを踏まえ
てどのような手立てが考えられるのかを取り上げ、これからの聴
覚障害教育が目指す方向について考える。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月28日

教諭

特別支援学校・
特別支援学級・
通級指導教室・
通常学級等で聴
覚障害児等に関
わった経験のあ
る方

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504169号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

講義前半では、脳性まひを始め、特別支援学校に多く在籍する
様々なタイプの肢体不自由児の障害の心理・病理・生理について
【選択】肢体不自由児の理解と支
の理解と、それらの子どもたちに必要な支援のあり方について解 船橋 篤彦（教育学研究科講師）
援
説する。講義後半では、肢体不自由児の支援事例を用いて、受
講者との協議を踏まえて支援の解説を行う。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月28日

教諭

特別支援学校等
教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504170号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】生徒指導-児童・生徒の
心と学びの支援-

生徒指導は,児童・生徒の学習面,心理・社会面などへの総合的,
かつ発達的な援助サービスである。本講習では,児童・生徒の問
題とされる行動や援助を必要とする心理過程を理解するための 栗原 慎二（教育学研究科教授）
基礎を学び,教師が学校において行う生徒指導や教育臨床相談, 西本 正頼（教育学研究科准教授）
学習相談などについての知識の習得を目指す。そのため,講義ば
かりでなく演習を盛り込みながら講習を進める。

広島県東広島
市

6時間 平成30年9月8日

教諭
小・中・高・特支
養護教諭 教諭,養護教諭,栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

110人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504171号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】附属学校実践演習（英
語）

新学習指導要領にうたわれている目標を達成するために、ファシ
リテーターとしての授業者が、これからの英語授業をどのようにマ
築道 和明（教育学研究科教授）
ネジメントすべきか、その指導方法や工夫について、具体的な実
践や講義を通して、明日の授業に活かせるようにする。

広島県福山市

6時間 平成30年11月16日

中・高 「英語」教
諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069504172号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

徳島大学

【選択】生命はゲノムの爆発だ！
科学的態度を育むために。～ダメ
な科学，iPS細胞，生殖補助，ゲノ
ム操作～

現代科学の進展は目覚ましいにも関わらず，一方では新しい知
識どころか旧来の常識さえもたない人たちも増えている。特に食
品や健康に関する分野では，エセ（=ダメな）科学知識がSNSや書
籍の世界に氾濫している。本講習では，iPS細胞やゲノム編集な 真壁 和裕（大学院社会産業理工学研究部教
どによって実現された最新かつ身近な事例を紹介しつつ，雑多な 授）
情報に惑わされずに事実を正しく理解するためにはどのような態
度が重要かについて，理科・保健・社会などの科目の枠組みを越
えた議論を交わす。

徳島県徳島市

6時間 平成30年7月24日

小学校教諭、中
学校（理科･社会･
教諭
保健）教諭、高校
養護教諭 （理科･公民･保
健）教諭、養護教
諭

6,000円

16人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10071506419号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島大学

この講習では、バイオテクノロジーに関する実習と、関連した講義
を行う。実習では、タンポポの葉からDNAを抽出し、在来種・外来
【選択】実習で学ぶバイオテクノロ 種および両者の雑種を、PCR法に基づいたDNA分析により判定
ジー，社会の中のバイオテクノロ する。またバイオテクノロジーが身近で利用されている例として、 渡部 稔（教養教育院教授）
ジー
遺伝子組換え作物および生殖補助医療・出生前診断について講
義を行い、最後に参加者全員でバイオテクノロジーについてディ
スカッションを行う。

徳島県徳島市

6時間 平成30年7月27日

小学校教諭、中
学校（理科･技術）
教諭、高校（理
科･農業）教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10071506420号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

徳島大学

【選択】四国の地震防災

熊本地震は布田川・日奈久断層帯という右横ずれの活断層が動
くことで発生した。その東北東延長の徳島県の吉野川沿いには，
中央構造線断層帯という同じ右横ずれの活断層がある。また，東
日本大震災では，海溝型地震により，東北地方の太平洋岸で甚 村田 明広（大学院社会産業理工学研究部教
大な津波被害が発生した。四国が影響を受ける南海トラフ地震 授）
は，30年確率がすでに70％程度と高くなっており，津波被害が心
配されている。これらの活断層型地震や海溝型地震について学
ぶことで，学校での地震防災教育の一助としたい。

徳島県徳島市

6時間 平成30年7月28日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10071506421号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島大学

成長期の子供にとってポピュラーな食品である牛乳を、種々の酸
でタンパクを分離します。骨を強くするカルシウム濃度をキレート
適法で分析します。牛乳間での比較やCaサプリメントの分析も可
今井 昭二（大学院社会産業理工学研究部教
【選択】健康と生活の中の化学教
能です。教員にとっては、不織布によるユニークな濾過法簡易法
授）
育：牛乳のカルシウムを分析する
も修得できます。実際の牛乳を教材に用いることで生徒・児童の
興味関心を引き、課題研究や自由研究として教育現場で有益な
内容です。

徳島県徳島市

6時間 平成30年7月29日

教諭
栄養教諭

小学校教諭、中
学校（理科）教
諭、高校（理科）
教諭、栄養教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10071506422号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭、中
学校（国語）教
諭、高校（国語）
教諭

6,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071506423号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島大学

【選択】国語辞書の利用方法

意味が分からない言葉が出てきたら生徒には辞書を引かせる。
そして文脈に合った意味を考えさせる。では、辞書が間違ってい
たらどうなるのか。辞書に限らずあらゆる文献資料は批判的な目
を持って利用しなければならない。辞書を生徒に引かせるのな
堤 和博（大学院社会産業理工学研究部 教授） 徳島県徳島市
ら、生徒に批判的な目を持たせるかどうかは別としても、教師の
側には批判的に辞書をみる力が要求される。本講座では、辞書
の作られ方から始めて、それを批判的な目を持って利用する方
法を講じる。

徳島大学

【選択】万華鏡とペーパークラフト

サイコロやテトラパックの形である正多面体についての研究は，
日常的に私たちが目にする模様や図形との関わりが深く，ペー
パークラフトや万華鏡を通して理解を深めることができる。本講習
大渕 朗（大学院社会産業理工学研究部教授） 徳島県徳島市
では，ペーパークラフトや万華鏡で正多面体を工夫しながら，幾
何学の基本となる図形についての理解を深めるとともに，美術と
しての図形にも目を向けられるような内容を講義する。

6時間 平成30年8月5日

教諭

小学校教諭、中
学校（数学･理科･
美術）教諭、高校
（数学･理科･美
術）教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071506424号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島大学

【選択】医学と生物学との接点を
考える

生物学の発展が、近代医学の進歩に貢献してきた。その一方
で、ガンや糖尿病など生活習慣病を中心として病人の数は増加
を続けており、国民医療費も増え続けている。このような現象が
何を意味するのかということを、顕微鏡観察を手がかりにして、議 大橋 眞（教養教育院教授）
論していく。この講義を通じて、医学とはどのような学問なのか,及
び医療の課題について、生物学を中心として、他の学問分野との
関連を考察する。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月5日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、養護教諭

6,000円

16人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071506425号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島大学

小・中学校および高等学校において実践の難しい映像メディア領
域を簡単に実践するための資料集や実践のツールなどを共有
【選択】たのしんで学ぶ！図画工
し、手作業で映像作品が作成できるような実践を中心に講習を行 佐原 理（大学院社会産業理工学研究部准教
作・美術科における映像メディア
う。また、新学習指導要領における図画工作および美術科の内 授）
領域実践
容学確認とともに、21世紀型のスキルの概要など芸術を通した能
力の獲得の枠組みを理解する。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月11日

教諭

小学校教諭、中
学校（美術）教
諭、高校（美術）
教諭

6,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071506426号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島大学

【選択】統計学の基礎と実践

確率と統計に関するいくつかの話題（意外な確率、平均は本当に
代表値など）を取り上げながら、統計学を正しく理解・運用するた
守安 一峰（大学院社会産業理工学研究部教
めに気を付けるべきこと、統計学を教えるときに知っておくべきこ
授）
とを解説する。さらに、多くのデータの中から有用な情報を探るた
めの多変量解析に関する話題についても触れる予定である。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月18日

教諭

小学校教諭、中
学校（数学）教
諭、高校（数学）
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071506427号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島大学

「安全教育，安全管理を適切に行うために必要な組織体制の在
り方と教員が身に付けるべき資質・能力」の基本的考え方につい 中野 晋（環境防災研究センター教授）
【選択】自然災害と学校安全管理 て解説するとともに，主として自然災害を対象とした安全管理の 金井 純子（大学院社会産業理工学研究部助
方法について，講義と災害時アクションカード作成などの演習を 教）
通して理解させる。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

16人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071506428号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島大学

児童生徒では、朝食の欠食や偏食による栄養の偏りが問題と
なっている。また生活習慣病の対策につながる食習慣等は、子
【選択】児童生徒の健康につなが
供のころから徐々に身につけなければならないともいわれてい
る食生活の基礎
る。そこで健康を支える基礎となる栄養学や生活習慣の基本的
事項を最新の知見を交えながら解説する。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071506429号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島大学

放射線の基礎知識として、放射線と放射能の違いから身の回り
にある放射線とその利用そして放射線の人体への影響と防護の
考え方などについてワークシートを使って整理していただきなが
【選択】放射線の基礎知識と身の
らわかりやすく講義します。実習では、放射線の測定を理解して 三好 弘一（放射線総合センター教授）
回りの放射線の測定
いただくために、GM計数装置を使用して身の回りの放射線を実
際に測定して理解を深めていただくとともに、霧箱を作成して放
射線の飛跡が簡単に観察できることを確認します。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校（理科）教
諭、高校（理科）
教諭、養護教諭

6,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071506430号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月24日

教諭

中学校（理科）教
諭、高校（理科･
工業）教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071506431号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島大学

【選択】情報・光に関する新技術

情報に関する技術として，人工知能など，最近話題となっている
技術について解説します。
また，インターネットと情報モラル，セキュリティについても解説し
ます。
光に関する技術としては，簡単な実験を交えて，LEDや半導体
レーザーの開発の歴史，特性や利用などの解説を行います。ま
たそれらの安全性に関しても解説します。

髙橋
竹谷
濵田
阪上
奥田
中本

章（大学院医歯薬学研究部教授）
豊（大学院医歯薬学研究部教授）
康弘（大学院医歯薬学研究部教授）
浩（大学院医歯薬学研究部教授）
紀久子（大学院医歯薬学研究部教授）
真理子（大学院医歯薬学研究部助教）

原口 雅宣（大学院社会産業理工学研究部教
授）
森田 和宏（大学院社会産業理工学研究部准
教授）
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受講料

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭、中
学校（理科）教
諭、高校（理科）
教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071506432号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月25日

教諭

中学校（社会）教
諭、高校（地理･
歴史･公民）教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071506433号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

高知県高知市

6時間 平成30年6月9日

教諭

小学校教諭

6,000円

12人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505738号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

【選択】地域の見方・とらえ方

環境を考えるための地誌的内容や多様な地図表現について学
ぶ。作図を通して、地域に対する見方・とらえ方を修得するととも
に、今後の防災教育、環境教育のあり方を考える基礎にできるよ
中村 努（教育学部講師）
うにする。
≪中学校社会科、高等学校社会科（地歴）免許状取得者の方の
みお申し込みください。動きやすい服装で受講してください。≫

高知県高知市

6時間 平成30年6月9日

教諭

中学校社会科、
高等学校地理歴
史免許状取得者

6,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505739号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】小学校・図画工作科にお
ける指導上のポイント

受講生が日頃から抱えている図画工作にかかわる問題点や課
題をふまえ、基礎的な造形演習（教員向け）を交えながら、図画
工作教育についての講義を行います。また、日本の美術教育及
びドイツの造形教育における具体的な教育内容に触れながら、
金子 宜正（教育学部教授）
図画工作教育における指導上のポイントについて考察します。鉛
筆（４Ｂ）、水彩絵具一式、はさみ、カッター、コンパス、のり、定規
（３０cm）を持参してください。本講習は、小学校教諭免許状取得
済の方を対象とした内容です。

高知県高知市

6時間 平成30年6月9日

教諭

小学校（図画工
作担当）教諭

6,000円

22人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505740号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

優れた音楽、魅力的な音楽には必ず理由があります。本講座で
は、メロディ、リズム、ハーモニー等の基礎的要素、さらに、調性
や音階、形式、色彩、言葉との関わり等、多様な観点から音楽を
【選択】音楽解剖学講座～諸要素 解剖していきます。教材曲をはじめ、西洋クラシック音楽から日本
前田 克治（教育学部准教授）
の伝統音楽、童謡唱歌、ポピュラー音楽、現代音楽まで幅広く取
の研究と楽曲分析
り上げ、美学的見地から音楽の根源にも迫ります。演奏、創作、
鑑賞、及びそれらの指導にお役立て下さい。筆記具、五線紙をご
持参下さい。

高知県高知市

6時間 平成30年6月9日

教諭

小・中・高等学校
（音楽担当）教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505741号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】植物を素描する

本講習会は、「各自が選定した植物モチーフを素描する」「お互い
の作品鑑賞の場を設ける」、以上の様な講習内容になります。受
講生が準備する物は、素描道具一式(鉛筆数本（6H～6B）、練り
消しゴム、カッターナイフ等)、Ｆ６スケッチブック、描きたい植物モ 土井原 崇浩（教育学部教授）
チーフ1点（ポット苗、切り花、野草等）、汚れても良い服。自己の
心を解放しながら制作し、人を魅了する完成作品を目指します。
作品は当日返却致します。

高知県高知市

6時間 平成30年6月16日

教諭

中・高等学校（美
術）教諭

6,000円

12人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505742号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】声楽基礎（声の仕組み・
発声・歌の指揮など）

発声の基本を体のほぐし方や腹式呼吸の段階から実践していき
ます。
歌唱共通教材等を用いての歌唱指導及び簡単な合唱指揮の練
習。言葉のニュアンスと旋律の関係に着目しながら生き生きとし 小原 浄二（教育学部教授）
た歌唱表現を学びます。
動きやすい服装で受講してください。この講習は実際に音楽を担
当している教諭対象の内容です。

高知県高知市

6時間 平成30年6月16日

教諭

小・中・高等学校
音楽担当教諭

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505743号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】調理から食と健康につい
て考える

本講習では、食事の役割や調理の基礎・意義、食と健康との関
係を中心に講じます。また食育とは何か、健康的な食生活を実践
するためにはどうすればいいのかについて論じます。
柴 英里（教育学部門講師）
午前中（1・2時限目）は、講習のテーマに関連した調理実習を行
いますので、エプロンと三角巾をご持参ください。

高知県高知市

6時間 平成30年6月16日

教諭
栄養教諭

中学校・高等学
校（家庭科）教
諭・栄養教諭

6,000円

8人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505744号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】経済学と社会福祉：歴史
的考察～現代の理論

基本的な経済学の概念と知識の習得を目指す。具体的には、需
要や供給はどのような仕組みを持つのか、需要と供給とが出会う
市場はどのような構造を持つのか、という点に関する基本的な考 山崎 聡（教育学部准教授）
察を行う。次いで、そのような市場取引によって決定される経済
状態と社会の福祉との関係を検討してゆく。

高知県高知市

6時間 平成30年6月16日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（公民）
教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505745号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

さまざまなカウンセリングの理論の中から、行動に焦点を当てる
【選択】保育の場で応用できる基 考え方と感情に焦点を当てる考え方を紹介し、子どもや保護者の
礎的なカウンセリングの考え方と 行動を理解し支援する上でのカウンセリングの有用性について 玉瀬 友美（教育学部教授）
技法
講じる。また、カウンセリングの基本的な傾聴の技法について解
説し、ロールプレイを通して学ぶ場を設定する。

高知県高知市

6時間 平成30年6月23日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼稚園教諭・養
護教諭・栄養教
諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505746号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

講習の概要

担当講師

講習の開催地

徳島大学

物理の学習においては、教科書による知識を獲得するだけでな
く、実験・討論などのアクティブラーニングにより、一旦躊躇・葛
【選択】概念形成を促進するため 藤・疑問を経ることで、わかったつもりから真の理解に移行してい
齊藤 隆仁（教養教育院教授）
の物理教育とは
きます。近年開発された概念理解を測定するツールや、誤概念を
改善する相互作用型演示実験講義の紹介を行い、理科教育で
の活用について考察していきます。

徳島県徳島市

徳島大学

18歳参政権が始まり、中・高校においても主権者教育が重要視
されています。選挙の仕組みや投票の手順など技術的な知識も
さることながら、政治の具体的な課題に対して関心を持ち、知識
【選択】主権者教育の進め方と内 を得て、主体的な判断ができる能力＝「政治リテラシー」の獲得も 饗場 和彦（大学院社会産業理工学研究部教
容－「政治リテラシー」の重要性 重要です。この講習では、若者は3人中1人しか投票にいかない 授）
「シルバー民主主義」の実態を踏まえ、平和、憲法、民主主義、
ジャーナリズムなどの観点から、実質的な主権者教育の進め方
と内容について考えます。

高知大学

社会の情報化の急速な進展に伴い、学校教育においてもICTを
活用した21世紀にふさわしい学校づくりが求められており、授業
においてはデジタル教材やデジタル教科書を念頭においた学習
【選択】小学校家庭科におけるＩＣ 方法の開発が重要であり、デジタルの特徴を活かした学習教材
小島 郷子（教育学部教授）
の作成が教員に求められるスキルといえる。そこで、本講習で
Ｔの効果的な活用方法
は、家庭科授業における電子黒板とタブレット端末の活用方法に
ついて概説するとともに、タブレット端末を活用したアクティブラー
ニングの授業について演習を行う。

高知大学
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電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

教諭

小学校・中・高等
学校（美術・工
芸）教諭

6,000円

7人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505747号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

【選択】木工芸・工作の基本と小
品制作

図画・工作、美術・工芸関連の選択領域である本講習は、工作、
工芸の領域の中で、木を素材とした課題を扱い、小品の制作を
行う。
木材による工作・工芸にとって最低限必要な道具（主に彫刻刀）
の使用法をマスターし、既存の教材ではなく、自身が「木」を使っ 吉光 誠之（教育学部教授）
た工作の課題を考える際のヒントになる課題を制作することが目
標である。持参品は彫刻刀、スケッチブック、鉛筆等。工作作業
に適した服装での受講をお願いします。作品は当日返却します。
尚、本講座は「主な受講対象者」のみ受講可能です。

高知県高知市

6時間 平成30年6月23日

【選択】南海地震に備える

南海地震に備えるために、まず、地震の科学的な基礎知識につ
いて説明します。次に、南海地震が発生するとどのような事が起
こるのか、過去の事例をもとに詳しく解説します。そして、私たち
岡村 眞（防災推進センター客員教授）
はどう備えるべきなのかを考えます。さらに、学校周辺の地域の
松岡 裕美（理工学部准教授）
特徴を理解することも目標とします。 講義が中心ですが、多くの
写真や図、動画を利用して視覚的に理解を助けると同時に、簡単
な実習なども行い身についた知識を目指します。

高知県高知市

6時間 平成30年6月23日

全学校種 教諭・
教諭
養護教諭 養護教諭・栄養
教諭
栄養教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505748号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

【選択】南海地震に備える

南海地震に備えるために、まず、地震の科学的な基礎知識につ
いて説明します。次に、南海地震が発生するとどのような事が起
こるのか、過去の事例をもとに詳しく解説します。そして、私たち
岡村 眞（防災推進センター客員教授）
はどう備えるべきなのかを考えます。さらに、学校周辺の地域の
松岡 裕美（理工学部准教授）
特徴を理解することも目標とします。 講義が中心ですが、多くの
写真や図、動画を利用して視覚的に理解を助けると同時に、簡単
な実習なども行い身についた知識を目指します。

高知県高知市

6時間 平成30年8月17日

全学校種 教諭・
教諭
養護教諭 養護教諭・栄養
教諭
栄養教諭

6,000円

100人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505749号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

【選択】南海地震に備える

南海地震に備えるために、まず、地震の科学的な基礎知識につ
いて説明します。次に、南海地震が発生するとどのような事が起
こるのか、過去の事例をもとに詳しく解説します。そして、私たち
岡村 眞（防災推進センター客員教授）
はどう備えるべきなのかを考えます。さらに、学校周辺の地域の
松岡 裕美（理工学部准教授）
特徴を理解することも目標とします。 講義が中心ですが、多くの
写真や図、動画を利用して視覚的に理解を助けると同時に、簡単
な実習なども行い身についた知識を目指します。

高知県高知市

6時間 平成30年8月24日

全学校種 教諭・
教諭
養護教諭 養護教諭・栄養
教諭
栄養教諭

6,000円

100人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505750号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

【選択】南海地震に備える

南海地震に備えるために、まず、地震の科学的な基礎知識につ
いて説明します。次に、南海地震が発生するとどのような事が起
こるのか、過去の事例をもとに詳しく解説します。そして、私たち
岡村 眞（防災推進センター客員教授）
はどう備えるべきなのかを考えます。さらに、学校周辺の地域の
松岡 裕美（理工学部准教授）
特徴を理解することも目標とします。 講義が中心ですが、多くの
写真や図、動画を利用して視覚的に理解を助けると同時に、簡単
な実習なども行い身についた知識を目指します。

高知県高知市

6時間 平成30年8月29日

全学校種 教諭・
教諭
養護教諭 養護教諭・栄養
教諭
栄養教諭

6,000円

100人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505751号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】南海地震に備える

南海地震に備えるために、まず、地震の科学的な基礎知識につ
いて説明します。次に、南海地震が発生するとどのような事が起
こるのか、過去の事例をもとに詳しく解説します。そして、私たち
岡村 眞（防災推進センター客員教授）
はどう備えるべきなのかを考えます。さらに、学校周辺の地域の
松岡 裕美（理工学部准教授）
特徴を理解することも目標とします。 講義が中心ですが、多くの
写真や図、動画を利用して視覚的に理解を助けると同時に、簡単
な実習なども行い身についた知識を目指します。

高知県高知市

6時間 平成30年12月8日

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭 養護教諭・栄養
栄養教諭
教諭

6,000円

100人

平成30年9月11日～
平成30年9月18日

平30-10075505752号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】数理の世界

本講習では整数についての基本的な性質や、現在までに知られ
ている様々な話題について学ぶ．可能な限り演習をとり入れて受
佐藤 淳郎（教育学部教授）
講者が聞くだけではなく実際に紙と鉛筆を使い、手を動かして計
算することで理解を深めるよう配慮したい．

高知県高知市

6時間 平成30年6月23日

教諭

高等学校（数学）
教諭

6,000円

5人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505753号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

お手軽に使える類の指導の実践例などを扱うものではありませ
んので、くれぐれもお間違えのないようご希望下さい。漢字につい
ての基礎的な知識の欠如から不適切な指導が広く行われている
ようです。この講習は、漢字指導者が最低限知っておくべき知識
【選択】漢字の基本知識の再確認
玉木 尚之（教育学部教授）
を身につけるため、漢字の歴史的な実態と我が国の漢字政策
を、わかりやすい資料を使ってきちんとふまえ、「音訓」「字体」
「成り立ち」「筆順」などの扱い方について確認します。小、中・高
国語免許をお持ちの方が対象です。

高知県高知市

6時間 平成30年6月30日

教諭

小・中・高・特支
（国語担当）教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505754号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

本講座では、子どもの心と体にかかわる、１.思春期精神疾患、２.
応急処置、３.食育の３テーマについて、最新情報を交えた講習を
行なう。
１.は、自閉スペクトラム症、うつ病、食行動異常など児童・思春期
【選択】養護－子どもが発する身 精神疾患について学習し、児童の心と行動に関する知識と広い
体的・精神的サインへの対処法 視野をもつことを目標とする。
－
２.は、アレルギー疾患、痙攣性疾患、心疾患などの基礎疾患を
有する児童に対する応急処置を中心に学習することを目的とす
る。
３.では、最近の食育活動の現状について地域内での多職種連携
を図っている身近な事例を中心に紹介する。

高知県南国市

6時間 平成30年6月30日

養護教諭

小・中・高等学校
養護教諭

6,000円

48人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505755号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

久保田 賢（黒潮圏科学部門教授）
久川 浩章（医学部准教授）
永野 志歩（高知医療センター児童精神科科
長）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

高知大学

【選択】中学校理科指導のヒント
Ⅱ（化学・地学領域）

講習の概要

担当講師

化学・地学領域を深く学び、中学校理科での指導上のヒントに資
する。化学領域は化学物質に関する理解を深めることを目的と
し、身近な材料を使ったクロマトグラフィーに関する実験と講義を
行い、化学物質の分離に関する原理やその応用について学ぶと
蒲生 啓司（教育学部教授）
共に、教材として活用される可能性を探る。地学領域は鉱物結晶
赤松 直（教育学部教授）
が持つ規則正しい形状を観察すると共に、Web教材「水の状態変
化」等を利用し、固体・液体・気体に対する原子レベルでの理解を
深め、化学を含めた授業に活用される可能性を探る。実験しやす
い服装でノートＰＣを持参ください。

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

教諭

小・中・高（理科
担当）教諭

6,000円

16人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505756号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

全学校種、教諭・
教諭
養護教諭 養護教諭・栄養
教諭
栄養教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505757号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成30年6月30日

高知大学

1）検尿・慢性疾患
検尿は腎疾患の早期発見のために有用なスクリーニング検査で
ある。腎疾患に代表される慢性疾患をもつ小児は支援を必要とし
ている。疾患をよく知ることこそが、適切な対応・支援につなげる
藤枝 幹也（医学部小児思春期医学教授）
まず第一歩である。
【選択】特別支援教育／小児の疾
久川 浩章（医学部准教授）
2）発達障害
患予防・慢性疾患・心理発達
（広汎性発達障害、ＡＤＨＤ、学習障害）及び小児の心理発達・行 脇口 明子（医学部臨床教授）
動異常の基礎知識と特別支援教育の具体的手立てについて
3）予防接種
定期の予防接種は最近、制度が変更されている。予防接種に関
する問題点や将来の展望について解説する。

高知県南国市

6時間 平成30年7月7日

高知大学

公民教育は小学校３年生からスタートします。公民教育の基本と
なるのは権利･平等･自由･義務などの概念ですが、とくに小学生
にそれらの概念を教えるさいには、それらがどのような概念であ
【選択】権利･平等・自由･義務･伝
るかを教師の側があらかじめ正確に理解している必要がありま 原崎 道彦（教育学部教授）
統の教え方
す。この講義では、あわせて、それらの概念を具体的にどのよう
に教えたらよいかの考察をおこないます。中学･高校における公
民教育の参考にもしていただける講義を予定しています。

高知県高知市

6時間 平成30年7月7日

教諭

小・中・高等学校
（社会担当）教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505758号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】中学校理科指導のヒント
Ⅰ（物理・生物領域）

中学校の物理分野では重要な概念が初めて少し顔を見せるが、
物理アレルギーの素地が中学理科辺りから始まっている。力学
の慣性の法則、電気と磁気の関係などを例にして、どこで生徒が
國府 俊一郎（教育学部教授）
混乱しやすいか？と言う観点から講義をおこなう。生物分野では
伊谷 行（教育学部准教授）
無脊椎動物の身体のつくりと働きを取り上げる。身近な教材の候
補として、“食卓にあがる生物”を例に、生物の多様性と生態系に
おける生物の役割を理解する観察と実験を行う。

高知県高知市

6時間 平成30年7月7日

教諭

中学校（理科）教
諭

6,000円

18人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505759号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】戦争と高知

近代日本においては、アジア・太平洋戦争に至るまで、多くの戦
争が繰り返された。戦争は、日本社会に大きな影響を及ぼした。
もちろん、地域社会も戦争、そして軍の存在に大きな影響を受け
ていた。
小幡 尚（人文社会科学部教授）
本講義では、諸研究に学びつつ、戦争と軍が高知の地域社会に
与えた影響とその特質について具体的に見ていく。日清戦争から
戦後の状況までを対象とし、地域における戦没者慰霊の問題を
中心として講義を進めたい。

高知県高知市

6時間 平成30年7月7日

教諭

全学校種、教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505760号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】地図彩色とグラフ入門

本講義で扱うグラフ理論は、入門ではあるが、一筆書き、地図の
彩色問題、時間割の組み方、ハミルトンの世界一周問題、カップ
山口 俊博（教育学部教授）
ルの成立問題など、日常生活に応用できる便利なツールになりう
る。

高知県高知市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小、中・高（数学
担当）教諭

6,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505761号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

現行学習指導要領の古典領域における理念と実践上の課題を、
「言語活動」をキーワードとして考えていきます。すべてワーク
【選択】言語活動を取り入れた古
ショップ形式で、実際に「言語活動」を体験していく授業です。受 吉田 茂樹（教育学部准教授）
典指導
講者が所属する校種の「学習指導要領解説 国語編」を持参して
ください。

高知県高知市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小・中・高等学校
（国語担当）教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505762号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

彫塑用粘土を１００㎏ほど用いて、立体造形「ジオラマタウン」の
共同制作を行ないます。活動（表現・鑑賞）を通して、造形活動・
鑑賞方法のポイントを学びます。
【選択】粘土を用いた立体造形と
【活動のながれ】①粘土練り（土練機による）②直径２ｍ程の輪状
その鑑賞「みんなでジオラマタウ
阿部 鉄太郎（教育学部講師）
に粘土を配置③造形④途中鑑賞と意見交流⑤意見交流からの
ンをつくろう」
展開⑥鑑賞
ヘラ（種類は自由）を持参。汚れてもよい服装で来ること。
※この講習は、「美術科」以外の教諭も広く受け入れます。

高知県高知市

6時間 平成30年7月21日

教諭

中・高（美術）教
諭

6,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505763号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

【選択】学校メンタルヘルス

①児童・思春期のメンタルヘルス（1）：児童・思春期に好発する精
神疾患について
②児童・思春期のメンタルヘルス（2）：発達障害の基本的な理解
永野 志歩（高知医療センター児童精神科科
と対応について
長）
③子どもの発達・心理支援：発達検査、心理検査などから子ども
の状態をアセスメントし、それに基づく対応・支援のあり方を説明
する。

高知県南国市

6時間 平成30年7月21日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075505764号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

【選択】子どものダンス・表現・
フィットネス

初めて子どものダンスや身体表現にトライされる初心者の方を想
定した入門向け講習会です。障害児童を含めた子どものダンス・
身体表現に関する基礎知識の確認と、文部科学省の動向などを
踏まえた情報を提供させていただきます。さらに、健康づくりを目
常行 泰子（教育学部講師）
的としたフィットネスを行い、心身の健康づくりを担う養護教諭の
職務にも役立つ講座です1・2限目は講義、3限目以降は実技で
す。冷暖房完備のダンス室にて実技は行います。室内シューズ・
水やタオル・筆記用具を持参して受講ください。

高知県高知市

6時間 平成30年8月15日

小、中・高（保健
教諭
体育）、特別支援
養護教諭 学校 教諭、養護
教諭

6,000円

12人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505765号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

高知大学
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の期間

認定番号

6時間 平成30年8月15日

教諭

小・中・高・特別
支援学校（音楽
担当）教諭

6,000円

15人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505766号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成30年8月17日

教諭

中・高（英語）教
諭

6,000円

20人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505767号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校 教諭

6,000円

20人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505768号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭 中
学校（社会） 高
等学校（地理歴
史）

6,000円

20人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505769号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

小・中・高の連携において大切なことの一つとして、目ざしたい
ゴールの共有化（「自律した言語使用者」）がある。言語学習者
（language learner)から自律した言語使用者(language user)を育
【選択】第二言語習得論に基づい
成することを目ざすためには、言語活動を十分工夫する必要が
今井 典子（人文社会科学部准教授）
た効果的な課題解決型言語活動
ある。本講習では、タスクの特徴を踏まえた課題解決型言語活動
の在り方
を具体的に考えていく。また、インプット、アウトプット、インターア
クションの重要性、動機づけ理論などを第二言語習得論より考察
する。

高知大学

この講習は，小学校の教員を対象としたもので，英語音声理論の
概略を学び，それを踏まえて，正しく発音できるようになるトレー
【選択】小学校外国語活動担当者
ニングを行う内容となっている。英語の音を正しく聞き分ける，そ 多良 静也（教育学部准教授）
のための英語発音トレーニング
して，産出する練習が中心となっている。したがって音声の指導
の方法は本講習では扱わない。

電話番号

ＵＲＬ

受講料

高知県高知市

受講人数

受講者募集期間

主な受講対象者

高知大学

小中学校社会科および高校地歴科歴史的分野の諸単元のうち、
主として近代初頭・明治初期文明開化期の鉄道建設を取り上
げ、比較史の手法を用いながら、鉄道開業史から見た日本の近
代化の特質を検討する。講義冒頭でイギリスにおける鉄道開業
柳川 平太郎（教育学部准教授）
史の特色を確認したのち、以下の四領域等を取り上げる予定。
（１）鉄道開業前史（幕末から維新へ）（2）開港地横浜の交通史上
における位置付け（3）井上勝と鉄道建設の担い手たち（4）展望
－－狭軌在来線から高速鉄道へ

時間数

対象職種

講習の開催地

20世紀に伝統・民族音楽をとりまく環境がマスメディアの発展と相
俟って、大きく変貌を遂げた。その実態の理解を目指す。世界の
諸民族の音楽から、韓国のサムルノリ、中国の古典楽器と女子
【選択】世界の諸民族の音楽から 十二楽坊、インドネシアのガムランやケチャを紹介する。また、日
高橋 美樹（教育学部准教授）
本の事例として沖縄のポピュラー音楽を取り上げる。映像や音源
ポピュラー音楽への展開
を視聴しながら、音楽のポピュラー化について考察する。なお、携
帯電話・スマホ以外で時間を確認できるもの（腕時計等）を必ず
各自で持参してください。

高知大学

【選択】社会科歴史教材としての
鉄道

高知大学

身の回りに起こる現象について、実験を通してデータを集め、数
【選択】身の回りの現象を数学を
式化し、それを数学的に解くことにより現象を解析するといった数 加納 理成（教育学部講師）
用いて解析する
理モデル化の手法について取り扱う。

高知県高知市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学・高等学校
（数学）教諭

6,000円

30人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505770号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

いわゆる学校文法ではなく、日本語の記述的文法を扱います。こ
れは、例えば「が」「は」は何が違うのかといった、文の作り方や
語の使い方のルールのことで、日本語教育や方言の文法記述な
【選択】文章を読むための日本語 ど、日本語学では主流となっている文法の考え方です。この講座
岩城 裕之（教育学部准教授）
では現代の文章（作品）の解釈を文法的な側面から分析し、解釈
文法
できる例をあげながら、文章表現を味わうための「文法の視点」を
解説します。主に国語の授業を担当される先生方を対象としま
す。

高知県高知市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中・高・特別支援
学校（国語担当）
教諭

6,000円

30人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505771号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中・高等学校（美
術）教諭

6,000円

15人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505772号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県産の和紙と日本画の描画材である水干絵具を用いて制
作を行います。水干絵具は水の分量によって見え方が違いま
す。そういった水干絵具の特徴をつかみながら、下塗りの効果を
活かしたみずみずしい作品になるように制作していきます。鉛筆 野角 孝一（教育学部講師）
デッサンに必要な道具とボールペン（黒色以外）をご持参くださ
い。その他の材料・道具等はこちらで準備いたします。また制作
を行いますので汚れても良い服装で受講して下さい。

高知大学

【選択】日本画を描いてみよう

高知大学

本講習では中高数学授業において，次期学習指導要領が求める
授業像の具体を，「問題解決」を切り口に検討します。生徒達に
【選択】中高数学科における問題 今求められる資質・能力とは何か？数学授業で「主体的・対話的
解決の授業を目指して－今日的 で深い学び」をどのように実現するか？全国学力・学習状況調査 服部 裕一郎（教育学部講師）
な授業改善の方向性－
の結果や大学入試新テストモデル問題例等も踏まえながら，今
日的な授業改善の方向性を具体的に解説します。なお，本講習
では中学数学，高校数学の両教材を扱いながら展開します。

高知県高知市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中・高等学校教
諭（数学科）

6,000円

20人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505773号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

本講習では、中・高等学校の国語教科書に収録されている古文
【選択】教科書の古文教材・教材
教材に関して、国文学研究の成果を踏まえつつ教材研究の観点 武久 康高（教育学部准教授）
研究および授業化の観点
を提示する。

高知県高知市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中・高等学校（国
語）教諭

6,000円

30人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505774号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】多文化共生

高知県高知市

6時間 平成30年8月22日

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭 養護教諭・栄養
栄養教諭
教諭

6,000円

20人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505775号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

虐待等で家庭での養育が困難になった子どもに対して、家庭に
代わって養育する社会的な仕組みが社会的養護である。社会的
【選択】わが国における社会的養 養護は施設養護（乳児院・児童養護施設等における養護）と家庭
三ッ石 行宏（教育学部講師）
護の現状
養護（里親等による養護）の2つに大別できる。本講習では、施策
をふまえた上で、社会的養護に関する基本的事項について概説
する。

高知県高知市

6時間 平成30年8月22日

教諭

6,000円

20人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505776号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】保育者のキャリア形成と
保育実践について考える

高知県高知市

6時間 平成30年8月23日

教諭

6,000円

30人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505777号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

多文化共生について、実際の日本語教育を体感してもらうことに
よって、言語教育の立場から言葉を伝えること、文化を伝えること
神崎 道太郎（国際連携推進センター准教授）
とは何かを修得してもらいます。できるだけ受講者のみなさんの
疑問や意見を交換しながら進めていくつもりです。

本講座は、幼稚園教諭免許状所持者を対象としている。これまで
の保育者としての自身の仕事や生活を振り返ることで、どのよう
にして保育者としての能力を身に付けてきたのか、そして今後も
川俣 美砂子（教育学部准教授）
身に付けていくのかを探っていく。また、新任保育者への指導方
法や園内研修の方法、地域の子育て支援等について、参加者と
も話し合うことで新しい知見を得る。
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幼・小・中・高校
教諭

幼稚園教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

高知大学

平成24年度から中学校において武道の必修化が始まった。それ
を受けて、教育現場ではどのような武道の授業をつくるかが求め
られている。本講習では以下の①～④にポイントを絞り、理論と
【選択】剣道授業のつくり方（剣道 実習形式で講習を展開する。①剣道授業の特性、②剣道の専門
矢野 宏光（教育学部准教授）
知識の修得、③剣道の基本技術の習得、④剣道授業のつくり
指導法）
方。剣道具はすべてお貸しします。剣道未経験者の受講も支障
ありません。
運動できる服装と筆記用具をご持参ください。

高知大学

【選択】健康と看護

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

高知県高知市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校・高等学
校（保健体育）教
諭

6,000円

15人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505778号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県南国市

6時間 平成30年8月23日

教諭

高等学校（看護）
教諭

6,000円

10人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505779号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

最近の算数研究では、日常言語による話し合いのさせ方や子ど
もの意見の採り上げ方などが話題の中心となって教材研究が疎
かになっている。しかし、アクティブラーニングによる授業実践の
【選択】数学をつくる活動をめざし ためには、教材研究こそ、小学校教師の最重要課題である。確
中野 俊幸（教育学部教授）
かな教材研究を行うためには、まず小学校教師が数学をつくる活
た算数の教材開発と学習指導
動を体験することが必須である。本講習では、具体的な教材開発
を通して、数学をつくっていく過程を受講生に体験させ、数学的考
え方を体得させる。

高知県高知市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505780号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

生物学の視点からは、前半に、生活環境と生活リズムの関係を
通して、「早寝、早起き、朝ごはん」の効用とそれに導く手段を概
観し、後半では、地球温暖化や環境変動などによって受ける生物
【選択】自然環境と生活環境を考
原田 哲夫（教育学部教授）
への影響を、昆虫とりわけアメンボ（外洋棲ウミアメンボ類も含
える
む）に焦点を当て解説する。また、自然環境と生活環境を考える
上で参考となるべき海外事情（デンマーク及びチェコの理科教育
についての視察旅行記）も紹介する。

高知県高知市

6時間 平成30年8月24日

6,000円

50人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505781号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

本講義では、授業の前半において日本と高知県の水産を概説
し、現在報道等で取り上げられている水産関係の話題について
解説したのち、魚類養殖について説明する。さらに魚類養殖で使
足立 真佐雄（農林海洋科学部教授）
【選択】現代の水産事情～水族環
用される餌について、魚の生化学や生理的な特徴に触れながら
益本 俊郎（農林海洋科学部教授）
境・栄養分野～
説明する。授業の後半では、持続的な水産増養殖を行う上で妨
げとなる赤潮ならびに貝毒の問題を概説し、これが起こる原因や
対策について考える。

高知県南国市

6時間 平成30年8月28日

6,000円

30人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505782号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】生活と健康（保健）

高知県高知市

6時間 平成30年8月28日

中・高（保健体
教諭
育） 教諭、養護教
養護教諭
諭

6,000円

35人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505783号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

子供に起こる内分泌代謝疾患につき概説し、過食や運動不足を
背景として発症が増加している肥満症、糖尿病の予防についても
【選択】肥満症・糖尿病・喘息・イ 解説を加えます。呼吸器は外界とつながり有害物質などの影響 西山 充（医学部准教授）
ンフルエンザ・性行為感染症・HIV をうけやすい器官です。喘息、インフルエンザ、結核など子供に 武内 世生（医学部附属病院准教授）
について
関係する呼吸器疾患、喫煙の害について解説します。増加してい 大西 広志（医学部講師）
る性行為感染症およびHIVについて概説し、性行動が活発化した
背景、および効果的な予防教育などについても解説します。

高知県南国市

6時間 平成30年8月29日

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭 養護教諭・栄養
栄養教諭
教諭

6,000円

90人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505784号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

新しい特別支援教育の展開について、合理的配慮などを含め
て、とくに通常学級における特別支援教育の観点から解説する。
受講生は通常学校教員と特別支援学校教員を想定しており、通
常学級における特別支援教育対象者の教育を確立するための
【選択】新しい特別支援教育の展
今後求められる実践について考察することを目的とする。教科書 是永 かな子（教育学部准教授）
開
として吉利 宗久、是永 かな子、大沼 直樹(2016)『新しい特別支
援教育のかたち』培風館、3024円を指定する。当日2800円で販
売します。
受講料に教科書代（2800円）が含まれています。

高知県高知市

6時間 平成30年8月30日

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭 養護教諭・栄養
栄養教諭
教諭

8,800円

100人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505785号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

小学校体育を取りまく「体力低下」「児童の関わり不足」「遊びの
変化」等について、授業の基礎的条件と授業実践課題などにつ
いてディスカッションをします。
【選択】小学校体育のこれからの 子どもたちの教科観の資料を用いて、課題を客観的に共有し、こ
宮本 隆信（教育学部准教授）
取組み
れまでの体育科の教育課程変遷と現在の教育課程の動向など
について解説します。体育授業を具体的に改善していくための、
教材開発の在り方や授業実践に活かすための指導方法を提示
し、まとめとして指導計画の構想の検討を行います。

高知県高知市

6時間 平成30年8月30日

6,000円

20人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505786号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】日本語を必要とする児童
生徒のための異文化対応

高知県高知市

6時間 平成30年8月30日

教諭
全学校種、教諭・
養護教諭 養護教諭・栄養
栄養教諭
教諭

6,000円

20人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505787号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

中学校技術・家庭技術分野における授業づくりについて、教材・
教具の開発に視点をあてて講習を行います。最初に、技術分野
における教材・教具の在り方について解説します。次に、PCを用
【選択】電気回路設計，コンピュー いた計測・制御教材を取り上げ、使用方法，取得したデータに基
道法 浩孝（教育学部教授）
タ計測・制御における教材開発 づく電気回路の設計学習及びプログラムによる計測・制御学習に
ついて解説していきます。さらに、この教材・教具を用いた授業展
開について検討を行い、科学的なものづくり学習の在り方を追求
していきます。

高知県高知市

6時間 平成30年9月1日

中・高等学校（技
術・工業）教諭

6,000円

10人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505788号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

本講義では、最近の医療や看護の動向から人々の健康に影響
を与える諸因子について理解を深める。また、健康な生活を送る
ための医療者の役割や支援について考える。さらに、よりよい看
護実践を行うために看護の中核概念についての知見を深め、実
践への適応について考える。

池内
森木
山脇
齋藤

和代（医学部看護学科教授）
妙子（医学部看護学科教授）
京子（医学部看護学科教授）
美和（医学部看護学科講師）

本講義では運動、喫煙、飲酒などのライフスタイルと健康との関
連性を明らかにし望ましいライフスタイルについて理解を深めると
駒井 説夫（教育学部教授）
ともに、それらの知識を児童・生徒が自らの生活に生かし生活の
幸 篤武（教育学部講師）
質を高めることを目的とする。また、応急処置についても学習す
る。○喫煙と健康○応急処置、○飲酒と健康、○運動と健康

今回は、比較文化、あるいは異文化理解という視点から、特に日
本語を必要とする外国人児童・生徒に対する指導の在り方や注
意点、または異文化摩擦解消のための基本的な知識と具体的指
奥村 訓代（人文社会科学部教授）
導法に関して日本語指導法と多文化共生、およびグローバル化
をテーマに考察していくので、関係のある教職員の参加を期待す
る。
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小・中・高等学校
（理科・家庭・保
教諭
養護教諭 健体育等） 教諭・
養護教諭

教諭

教諭

教諭

小・中・高校 教
諭

小学校（体育担
当）教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

１）陸棲の動植物を用いて病気の治療は、古来より盛んに行なわ
れていた。２０世紀になってこれ迄未踏領域であった‘海’の生物
が医薬品探索の生物材料として注目されている。本講義では海
洋に棲息する生物を対象とした医薬品探索や、海洋生物の生命
津田 正史（農林海洋科学部教授）
現象について化学的な観点から紹介する。
村山 雅史（農林海洋科学部教授）
２）海洋の成り立から現在までの進化，生命との共進化について
概説する．また，現在進行している地球温暖化にともなう海洋酸
性化，国際深海科学掘削計画から得られた海底下生命圏などの
話題を提供する．

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

高知県南国市

6時間 平成30年9月1日

教諭

中・高（理科）教
諭

6,000円

30人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505789号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成30年9月8日

教諭

幼・小（音楽担
当）教諭

6,000円

20人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505790号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

【選択】身近な化学

高等学校までのカリキュラムでは、指導内容の多さもあり、実験・
実習の時間がなかなか確保できないことから、”理科は暗記科
目”というイメージを生徒が持ってしまう。身の回りにある化学を
簡単な実験を通して体験し，その楽しさを知ることは、生徒への 米村 俊昭（理工学部教授）
勉学の動機づけにおいて重要なことと考えられる。
最新の研究動向を含めて話題提供を行い、授業で活用できる実
験について具体例を交えて紹介する。

高知県高知市

6時間 平成30年9月8日

教諭

中・高等学校（理
科）教諭

6,000円

10人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505791号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】英文法理論を考える

本講習の目的は、教室でどのように英語を教えるかという方法論
ではなく、英語指導者として知っておくべき英語の知識の確認と
発展を目指すことです。新しい文法理論の考え方を取り入れなが
ら、英語の様々な文法現象を考察していきます。特に、学校文法
松原 史典（教育学部准教授）
では説明に限界がある５文型の問題点を議論し、Tｈｅｒｅ構文・二
重目的語構文・倒置構文・付加疑問文・感嘆文などを新情報・旧
情報の観点から分析します。また、完了相と進行相などの注意す
べき特徴、法助動詞の用法などについても論じます。

高知県高知市

6時間 平成30年9月15日

教諭

小、中・高（英語）
教諭

6,000円

25人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505792号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

中 ・ 高（国語）教員を対象に国語科（古典）の定番教材である
『徒然草』取り上げ、どのような手続きを経て当該作品の注釈書
ができあがるのかを追体験し、その利用の仕方について考える。
【選択】いま『徒然草』を読むため
また、当該作品研究の動向を紹介しながら、その作品としての価 福島 尚（人文社会科学科教授）
に
値について考える。なお、受講までに、指定教科書の小川剛生
『新版 徒然草』角川ソフィア文庫の解説と小川剛生『兼好法師 』
（中公新書）とに目を通しておいてもらいたい。

高知県高知市

6時間 平成30年9月15日

教諭

中・高（国語）教
諭

6,000円

20人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505793号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

新学習指導要領では、科学的な見方や考え方を働かせながら、
メタ認知能力を育成する学習指導を計画的に取り入れることとし
【選択】生徒のメタ認知を基盤とし
ています。本講義では、「メタ認知」を鍵概念として、「学習動機づ
たアクティブラーニング型理科授
草場 実（教育学部講師）
け」、「学習方略」、「学力」の関係について統計的に明らかにし、
業の提案
さらに、生徒のメタ認知活性化の視点からアクティブラーニング型
理科授業の具体について提案します。

高知県高知市

6時間 平成30年9月22日

教諭

中・高（理科担
当）教諭

6,000円

10人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505794号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】複雑な繋がりの構造とラ
ンダムグラフの数学

高知県高知市

6時間 平成30年9月22日

教諭

中・高（数学）教
諭

6,000円

20人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505795号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

本講習では、中高数学科における探究的な学習について、近年
の数学教育研究の知見や学習指導要領改訂に関する議論を踏
【選択】中高数学科における探究
まえ、教材例や授業実践例を示しながら解説していきます。併せ 袴田 綾斗（広島大学附属中・高等学校教諭）
的な学習について
て、探究的な学習活動の展開のために数学科教員に求められる
資質・能力についても検討します。

高知県高知市

6時間 平成30年9月29日

教諭

中・高（数学）教
諭

6,000円

20人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505796号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成30年9月29日

教諭

中（理科）教諭

6,000円

16人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075505797号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】海の科学

高知大学

幼児・児童期の子どもの発達や学びの連続性を表現の視点から
【選択】オルフ・シュールヴェルク 捉え、幼児・児童期にふさわしい表現の指導方法や授業開発な
－言葉・動き・音楽の一体化に着 どを体験しながら考える。この講習は、幼稚園教諭もしくは小学 金 奎道（教育学部講師）
校で音楽を担当している教諭（専科・担任は問わない）対象の内
目して
容です。（講習内容：楽器づくり、Movement、ことば遊び等）

高知大学

この講習は、中学校・高等学校教諭（数学）を主な受講対象者と
した内容であり、ランダムグラフを題材として取り上げる。エルデ
シュ・レニーグラフやゴルトン・ワトソン過程、パーコレーションなど
三角 淳（理工学部准教授）
の確率モデルに触れ、それらの問題と、現実の世界に見られるさ
まざまな複雑な繋がりの構造との関係についても考えつつ、今後
の指導の充実への活用を図る。

高知大学

【選択】中学校理科指導のヒント
IV（物理・化学領域）

この講習は中学校理科教諭対象です。
物理領域では、エネルギーの意味やその利用および環境問題に
関連した基礎的な内容を学習します。
化学領域では、物質の姿、状態変化等に関連した基礎的な内容 普喜 満生（教育学部教授）
を学習します。
西脇 芳典（教育学部講師）
いずれも実験を通じて、体験しながら基本的概念を習得すること
をねらいとします。実験で汚れが心配でない服装で、筆記用具と
電卓をご持参ください。

高知大学

【選択】小学校理科指導のヒント

小学校で行われる理科指導について、学習指導要領をもとにし
た理科授業の基本的な考え方の考察や、実際に実験や観察を
体験しながらの模擬授業を行ないます。これらの講習を通して、 中城 滿（教育学部講師）
具体的な理科授業実践のヒントを明確にしてもらいます。筆記用
具、小学校学習指導要領理科編をご持参下さい。

高知県高知市

6時間 平成30年11月10日

教諭

小 教諭

6,000円

20人

平成30年9月11日～
平成30年9月18日

平30-10075505798号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】マーケティング基礎

商品やサービスの急速なコモディティ化が進む現代において、持
続的に成長するには、マーケティングとは何かという問いから出
発し、その基本的な考え方を身に着けることがますます重要と
寺崎 新一郎（人文社会科学部講師）
なっている。本講習では、企業における事例を適宜紹介しなが
ら、マーケティング論の基礎的な用語や概念の体系的な理解を
図る。

高知県高知市

6時間 平成30年11月23日

教諭

高等学校教諭
（商業）

6,000円

10人

平成30年9月11日～
平成30年9月18日

平30-10075505799号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

高知大学

平成29年に改訂された新学習指導要領では，全ての教科におい
て、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善（アク
ティブ・ラ ーニングの視点に立った授業改善）を推進することが求
【選択】小学校探究型社会科学習
められている。本講座では、小学校社会科教育研究において蓄 藤田 詠司（教育学部教授）
の理論と実践
積されてきた探究型学習の理論と実践を参照しながら、小学校
社会科授業で実現すべき「主体的・対話的で深い学び」について
考察する。

高知県高知市

6時間 平成30年11月23日

高知大学

【選択】自閉スペクトラム症の理
解と指導

本講習では、自閉スペクトラム症について、①この障害の中核的
な障害特性の概要を解説する。②乳幼児段階での障害特性の把
握法と指導法を紹介する。③小学校段階での対人関係やこだわ 寺田 信一（教育学部教授）
りに対する指導法を説明し、④中学校・高等学校段階での臨床
像に即した指導について説明する。

高知県高知市

6時間 平成30年11月23日

高知大学

次期学習指導要領では学校種間のつながりが重視され，知的障
害教育の教育過程においても各教科等の指導内容が詳細に規
【選択】次期学習指導要領をふま 定されるようになった。また，子どもの学習評価や教育内容・方法
喜多尾 哲（教育学部教授）
の点検をもとにした組織的なカリキュラム・マネジメが求められて
えた知的障害児の指導・支援
いる。本講習では学習指導要領改定の方向性や変更点について
触れ，これからの知的障害教育について考える。

高知県高知市

6時間 平成30年12月15日

福岡教育大学

小学校国語科「読むこと」領域の学習指導について，基礎的な事
項を整理します。
「読むこと」の基礎的な把握をふまえ，文学的文章教材と，説明
的文章教材の指導のあり方について考えます。音読・朗読につ
【選択】小学校国語科「読むこと」
河野 智文（教育学部教授）
いては取りあげません。
の基礎
具体的に考えるために，文学的文章教材と説明的文章教材の教
材研究をおこない，習得させるべき国語学力と授業像について考
えます。
基本的には，講義の形態でおこないます。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月22日

福岡教育大学

一講目は，日本語で主語が省略される理由として敬語の発達が
あることを述べます。二講目は，日本語の「やり・もらい動詞」（や
る・くれる・もらう）が世界の言語の中で特殊な文法を持ち，視点
【選択】古典語と現代語と方言の
をめぐる問題と連動していることを解説します。三講目は，古典語 荻野 千砂子（教育学部准教授）
敬語
の「給う」「奉る」の特徴について述べます。また，敬語の種類の
復習をします。四講目は，古典語の「奉る」について、方言の敬語
を基に新たな解釈を提案します。

福岡県宗像市

福岡教育大学

大村はま氏は国語科の授業創造で著名であるが、その根底には
五十年近くに及ぶ国語科学習ノートの指導がある。この学習記録
【選択】国語科学習ノートの改善 （学習ノート）の指導に着目して、どうすれば学習者が作りがいを
－国語の授業創造とかかわらせ おぼえるノートにし得るのかを探っていきたい。主要には、戦後の 前田 眞證（教育学部教授）
混乱期から、どういう実践が創り出され、それがどういうノートに
て－
仕上がっていったのかが話題になる。国語科教師の生き甲斐と
なるものにしたい。

対象職種

主な受講対象者

教諭

小 教諭

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

20人

平成30年9月11日～
平成30年9月18日

平30-10075505800号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭
養護教諭

6,000円

125人

平成30年9月11日～
平成30年9月18日

平30-10075505801号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭
養護教諭

6,000円

30人

平成30年9月11日～
平成30年9月18日

平30-10075505802号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

教諭

小学校教諭（基
礎的な内容を望
む者）

6,000円

60人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506053号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6時間 平成30年8月11日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭、
小学校教諭（専
門性の高い教科
内容を望む方）

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506054号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月18日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
国語科教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506055号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】幼小接続期の読むこと
（読書）指導

○絵本の読み聞かせから小学校入門期の読むことの学習へ，連
続性と系統性を意識しながらスムーズにつないでいくあり方につ
いて学びます。
○幼児教育と小学校教育のそれぞれの視点を持った教諭の意 山元 悦子（教育学部教授）
見交換の場として講習を進めます。
○絵本の読み聞かせ，読み合いから読書へと発展させていくた
めの絵本読み活動のスキルを，実技を通して高めていきます。

福岡県宗像市

6時間 平成30年9月8日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506056号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

2016年熊本地震災害や2017年九州北部豪雨災害など自然災害
が多発しているため，近年ローカライズされた防災教育が求めら
【選択】防災教育のための地図情 れている。そこで本講習では，斜面崩壊，河川氾濫，地震，火山
黒木 貴一（教育学部教授）
報の読み方・使い方
噴火などの自然災害の現場状況を紹介しつつ，防災教育に不可
欠な地図情報，特に地形図を使用した自然・人文条件の理解方
法を講義・実習形式で学ぶ。

福岡県宗像市

6時間 平成30年7月15日

教諭

高校地理程度の
読図技術に基づ
く防災教育に関
心を持つ教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506057号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

日本は海を通じて東アジア世界とつながっており、歴史上、様々
な場面で交流をしてきた。本講習では日本史上の事象・人物のう
ち、東アジア世界との交流に関係の深いものを取り上げ、東アジ
【選択】中国史から見た日中交流
ア全体の歴史の視点から、その交流の在り方を見ていく。日本史 杉村 伸二（教育学部准教授）
史～古代・中世～
上の事象や人物が、東アジア世界の動向とどのように結びつい
ているのかを知ることで、児童・生徒に対して、より広い視野での
歴史を理解させることができると考える。

福岡県宗像市

6時間 平成30年6月23日

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506058号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

「人権」について教育する上では、単に「人権」の重要性を強調す
るだけではなく、「人権」概念が歴史的にどのように形成されてき
【選択】人権概念の歴史～思想史 たか、またその重要性のみならず限界に関しても認識しておく必
谷本 純一（教育学部准教授）
的観点から
要がある。古典古代から近代、そして現代に至る人権概念につ
いて、思想史的変遷について考察し、実際に人権教育にあたる
教諭として奥深い知識を身に付けることを目的とする。

福岡県宗像市

6時間 平成30年6月30日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506059号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月4日

教諭

中学校社会科教
諭

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506060号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】社会科教育の趨勢

「社会形成社会科」，「市民社会科」など，社会科教育の趨勢につ
いて学ぶ。社会科における言語活動の充実，活用の他，新教育
課程における「資質･能力」育成のための「見方･考え方」，「パ
フォーマンス評価」及び「カリキュラム・マネジメント」等についても 豊嶌 啓司（教育学部教授）
言及し，社会科授業の方法を明らかにしたい。さらに，授業設計
にとどまらず，問い方，ワークシート作成などの工夫についても紹
介したい。
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

6時間 平成30年8月11日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506061号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月12日

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教諭

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506062号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506063号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

現在の学校教育における英語科に求められていることは、中学
校・高等学校における4技能の統合である。高等学校のいわゆる
All Englishも、4技能統合によって、ある程度達成することができ 森 千鶴（教育学部教授）
る。本講習においては、4技能統合の理論をどのように指導に生
かしていくのかを、講義と演習を通して学ぶ。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506064号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

【選択】教師のための英語音声学

英語音声の仕組みについて、教師が知っておくべき観点から概
観します。具体的には子音・母音の個別音や音変化、語と語など
をつなぐリンキング、音節（拍との違い、文リズム、イントネーショ
中島 亨（教育学部教授）
ン（音調曲線と強調強勢・対照強勢）を取り扱います。この中で、
英語らしく聞こえるための工夫・曖昧になりがちな指導のポイント
などについての演習なども合わせて行います。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月5日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語科教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506065号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】英語スピーチ入門

この講習では、自身の英語スピーチ力を向上する練習を行うとと
もに、英語でスピーチをする際に必要な技術（例えば、準備の仕
方、英文のつくり方、論の立て方、プレゼンテーションの仕方な
ど）を確認し、児童・生徒に英語スピーチを行わせる際に求めら 吉武 正樹（教育学部准教授）
れる指導ポイントを理解することを目標としています。さらには、コ
ミュニケーション学的に英語スピーチを分析しつつ、その理論的
かつ実践的意義の理解をねらいとしています。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月12日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭、
小学校英語活動
担当教諭

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506066号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

平成28年4月に施行された自殺対策基本法の改正により,基本的
施策の第17条〔心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等〕
第３項において,学校もこれらに関連し,児童・生徒等の心の健康
【選択】学校における自殺予防教 の保持に係る教育又は啓発を行うよう努めることが明記されまし
岩橋 知子（教育学部教授）
た。
育
本講習では,学校における自殺予防の評価や介入，対策，関係機
関との連携等について,理解を深めた上で，無理なくすすめる自
殺予防教育について演習形式で検討を行います。

福岡県宗像市

6時間 平成30年10月13日

教諭
養護教諭

小学校・中学校
教諭，養護教諭

6,000円

20人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076506067号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】科挙と中国文化

科挙制度の解説を通して、中国文化の独自性について理解・関
心を深めてもらうことを目的とする。また、中国の科挙制度には、
現在も世界中の国々で採用されている選抜試験のシステムの基
鶴成 久章（教育学部教授）
盤となるような発想が既にほぼ出尽くしていることから、科挙制度
の解説を通じて、試験社会・試験文化がかかえる普遍的な課題
についても考察する。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月5日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506068号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

【選択】整数とその応用

前半では整数の性質について復習し，素因数分解の定理や合同
関係について概観します。後半では，現在インターネット等で使
われている誤り訂正符号，暗号，商品に割り振られているJAN
コード等について，そのからくりを考察します。学習指導要領で高 坂本 隆則（教育学部教授）
等学校の数学Ａに「整数の性質」が新たに設けられていることも
あり、数学科教諭として，整数の実社会での応用を知っておくこと
は有意義であると考えます。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月4日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506069号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】円にまつわる数学

教材として頻出する円、特に円周率に関わる数学を理解し関連
する分野の授業の構築や生徒の指導に資する。
円周率が約 3.14 であることを知る人は多いが、それを計算に
よって求められる人は少ないであろう。本講座ではまず初等幾何 岩元 隆（教育学部教授）
学的な方法と解析的方法(微積分の初歩)で円周率を具体的に求
める方法を紹介する。また、やや高度な話題として「円周率が無
理数であること」または「等周不等式」についても紹介する。

福岡県宗像市

6時間 平成30年9月8日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506070号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

中学校および高等学校数学科において，さらなる充実が求めら
れている「数学的活動」について，その理論的背景をわかりやす
【選択】数学的活動の教材開発と
く講義するとともに，教材研究の具体例を示しながら，新しい教材 飯田 慎司（教育学部教授）
授業構成
を開発する視点を共有させ，それを取り入れて改善した授業を構
成できるようにするための講義・演習を行う。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506071号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

平成２９年改訂の小学校学習指導要領算数科の「改訂の趣旨」、
【選択】新学習指導要領における
「算数科の目標及び内容」、「各学年の内容」について、指導上の 清水 紀宏（教育学部教授）
算数科教育
留意点などと合わせて概説する。

福岡県宗像市

6時間 平成30年7月29日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506072号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

新学習指導要領を見据えた小学校社会科の学習指導について，
【選択】地理的思考力・表現力を 中学年の地域学習と第5学年の国土構造および産業構造の学習
石丸 哲史（教育学部教授）
培う小学校社会科の地域学習と のポイントについて整理する。
国土学習
地理的パースペクティブを活かした思考力・表現力を高める授業
実践へ向けた，教材の提示や指導方法の解説を行う。

福岡県宗像市

福岡教育大学

次期学習指導要領を見据え、中学校社会科地理的分野の学習
【選択】中学校社会科における空 指導に必要とされる、位置や分布、場所、人間と自然環境との相
石丸 哲史（教育学部教授）
間概念と地理的思考力・表現力 互依存関係、空間的相互依存作用など、空間概念、地域の持続
可能な社会づくりについて解説する。

福岡教育大学

この講習のねらいは、主に次の3点です。
１）英語の小説や物語を通して、欧米の文化や言語としての英語
の特徴を学びます。
【選択】英語の小説や物語を教材
２）英語の小説や物語を教材とし、自然な文脈やディスコースの
後藤 美映（教育学部教授）
とした異文化理解と英文法の理
中で、助動詞、完了形、前置詞などの文法をいかに理解するかを
解
学びます。
３）小説や物語の解釈をめぐって、いかに英語や日本語によるコ
ミュニケーション活動を行うかを学びます。

福岡教育大学

【選択】中学校・高等学校 英語
科の4技能統合

福岡教育大学

福岡教育大学
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

小学校理科授業についての基礎的理解を深めるとともに，新た
に取り上げられるようになってきた教材･教具に精通する。授業に
ついては，児童の主体的，対話的で深い学びを大切にする小学
森藤 義孝（教育学部教授）
校理科授業の具体的事例に触れながら，理科授業に自信を持っ
甲斐 初美（教育学部准教授）
て取り組むことができるようにする。教材･教具としては，月の満ち
欠け説明器などに触れる。安全に関する重要事項についても理
解を深めたい。

福岡教育大学

【選択】小学校理科授業の基礎

福岡教育大学

○生命領域：生き物を使う観察・実験は，その入手や維持管理か
ら難しく，さらに実験しても思うように行かなくて困ることが多いで
す。しかし簡単なコツをつかむことで解決します。そのようなコツ
の紹介とともに，学校での教材研究用に生物教材などを提供しま
西野 秀昭（教育学部教授）
【選択】やさしい観察・実験のコツ
す。
棟上 俊二（教育学部教授）
「小学校理科の生命・地球」
○地球領域：河川の作用や地層の成り立ち，火山の岩石などの
中からいずれかのテーマについて観察・実験を実践します。さら
に追加的内容として，今後の防災教育について盛り込む予定で
す。

福岡教育大学

プレゼンテーションソフトPowerPoint2013を活用して、正確な作
図、デザイン、印刷、切り出し、ラミネートによる加工、組み立て等
【選択】教師のための情報技術活
の一連の流れによる工作を行う。また、組み立てた制作物を自ら
古川 健一（教育学部教授）
用～PowerPointによるDIY工作入
操作し、Webカメラによる撮影、パワーポイントによる動画付スラ
門～
イドの作成までを通じて行うことで、ものづくりの面白さと情報技
術を応用できる能力を育成することを目標とする。

福岡教育大学

プレゼンテーションソフトPowerPoint2013の基本操作を習得し、
簡単なスライドの作成から教材作成に応用できるように、教師自
【選択】教師のための情報技術活 ら情報技術を活用できる能力を育成することを目標とする。パソ
古川 健一（教育学部教授）
用入門～パワーポイント初級～ コンを用いた実習形式とし、Windows8.1、PowerPoint2013を中心
に使用する。講習で作成したスライドを使用して、発表する予定で
ある。
中学校理科のエネルギー領域・粒子領域，および高等学校の物
理分野・化学分野における基礎的な内容を講義・実験で解説す
る。
○物理分野では，放射線(電離箱:放射線の観察，クルックス管か
宇藤 茂憲（教育学部教授）
らの放射線問題等)およびエネルギー生産(発電現象等)に関する
小杉 健太郎（教育学部准教授）
実験・演習をおこないます。
○化学分野では，ソフトウェアを併用する実験教材を通して，物
理化学的なトピック（反応速度や化学平衡に関する内容を予定）
について考察します。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福岡県宗像市

6時間 平成30年7月29日

教諭

小学校教諭（理
科：基礎的な内容
を望む者）

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506073号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

6時間 平成30年6月24日

教諭

小学校教諭（基
礎的な内容を望
む者）

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506074号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（パワーポイント
中級以上、ものづ
くりを希望する
者）

6,000円

35人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506075号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

小学校・中学校・
高等学校教諭
（パワーポイント
12,000円
の基本操作を中
心とした内容を希
望する者）

35人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506076号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月17日

福岡県宗像市

平成30年8月23日～
12時間
平成30年8月24日

教諭

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月25日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

20人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506077号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】中学校理科・高等学校
（物理・化学）

福岡教育大学

ESDの考え方に基づいたものづくり教育について学習するととも
に、木材および木質材料を原料としたものづくりを、森林環境を保
【選択】ESDを意図したものづくり 全する立場から考えることができる資質・能力を身に付けることを
大内 毅（教育学部教授）
目的とします。講習では、組立・分解型の実習題材の概説と、木
教育について
質ボードの製造を演習形式で行います。また、これまでに実践し
たものづくりに関する教材について解説します。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月12日

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

20人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506078号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

小学校現場における音楽科の現状について意見交換をしたり，
新学習指導要領解説(音楽編)を読み解きながら，今後の音楽科
【選択】小学校音楽科教育法基礎 教育の在り方を検討する。また表現及び鑑賞の教材研究(実技演 木村 次宏（教育学部教授）
習を含む)を通して，小学校音楽科の授業づくりの実際について
学ぶ。

福岡県宗像市

6時間 平成30年6月23日

教諭

小学校教諭、音
楽科教育に感心
をもつ教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506079号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】声楽発声法基礎

歌唱指導において,声楽発声技術の習得は必要不可欠でありま
す。
この講習では主として，基礎的な発声法を習得することを目標と
します。
教材については日本歌曲・ドイツ歌曲を取り上げ，演奏技術の向 原 尚志（教育学部准教授）
上を図ると同時に，それぞれの歌曲で歌う際に必要な発音法に
ついての指導も行っていきます。 また、学校現場で必要とされる
歌唱指導についても、歌唱共通教材・合唱曲を用いて講習を行
います。

福岡県宗像市

6時間 平成30年6月30日

教諭

中学校・高等学
校音楽科教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506080号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

合唱指導を実践する観点からの合唱作品楽曲分析法を紹介す
る。 歌詞・楽曲構成・和声・声部処理・テンポ・リズム・フレーズな
【選択】合唱指導のための楽曲分 どの音楽的観点から，作曲者による作品の意図を読み取り，総
二宮 毅（教育学部教授）
析
合的な楽曲解釈を行う。 また，楽曲分析から得た解釈をもとに，
効果的な指導へ繋がる指揮法について検討し，受講者による合
唱を対象として模擬指導を体験してみる。

福岡県宗像市

6時間 平成30年7月15日

教諭

中学校音楽科教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506081号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】指揮法とスコアの読み方

第1,2日目は「サイトウ・メソード」で知られる指揮法の基礎を確認
し、同時にスコアの読み方について学習します。第2,3日目は福
岡教育大学生による器楽アンサンブルを指揮します。学校の授
業はもとより、課外活動の指導等に役立つ内容を用意しておりま 原田 大志（教育学部准教授）
すので、中学校・高等学校教諭が対象の中心になろうかとは思い
ますが、楽典の知識があれば小学校教諭の方も歓迎いたしま
す。

福岡教育大学

【選択】発想を広げ絵に表す（水
彩絵の具の可能性を探る）

イタリアの“レッジョエミリア・アプローチ”は，幼児教育から小学校
にも展開され，アートを融合した教育内容が高く評価されていま
す。本講座ではその内容を反映した実技課題を絵の活動に限定
して設定し，水彩絵の具の特徴を生かした技法や表現の可能性 松久 公嗣（教育学部准教授）
について考察します。またレッジョの特徴でもある言語活動や教
科横断型カリキュラムの視点を含め，次期学習指導要領に即し
た具体的な授業開発に関するヒントを得る機会とします。

福岡県宗像市

18時間

平成30年8月21日～
平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽科教諭

18,000円

35人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506082号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

12時間

平成30年6月23日～
平成30年6月24日

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校美
術科教諭

12,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506083号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

自由な発想で新しいかたちやものを生みだすものづくりではあり
ません。かたちを限定し、普段自分たちが使うための道具をつく
るという、単純で素朴なものつくりです。素材と向き合い、道具を 千本木 直行（教育学部教授）
使って自らの手でつくり上げることは、自ら考え、感じることを必要
とするとても奥深いことです。

講習の開催地

福岡県宗像市

時間数

12時間

講習の期間

平成30年8月4日～
平成30年8月5日

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術科教諭

12,000円

24人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506084号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】木の匙をつくろう

福岡教育大学

土や木など自然をよく観察することから、その豊かさを享受する。
それを踏まえ、課題に沿って造形要素を導き出し、作品制作へと
【選択】自然からの素材を用いた
展開する。身近な存在である「土」「木」の存在を再認識できる表 阿部 守（教育学部教授）
造形表現
現の在り方を学ぶ。さらに教材研究に発展させる方法を追究して
行く。

福岡県宗像市

6時間 平成30年7月29日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術科教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506085号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】楽しく創作する「お面」

段ボールや紙を主な素材として立体的な「お面」を制作します。
テーマに沿って、自然物なども取り入れた、自分の世界を広げら
阿部 守（教育学部教授）
れる「お面づくり」を行います。手と頭を駆使した造形活動を目指
します。子どもたちへの造形教育の教材研究に資する内容です。

福岡県宗像市

6時間 平成30年10月14日

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校美術科教
諭

6,000円

60人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076506086号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】鉄でつくる彫刻

鉄を素材に彫刻の制作を行います。学校現場の教材に資するた
めの金属加工の基礎を同時に学びます。
阿部 守（教育学部教授）
■金属に関する基礎知識■鍛金加工の基礎■題材設定の方法
等を制作を通じて学びます。

福岡県宗像市

6時間 平成30年10月6日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術科教諭

6,000円

20人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076506087号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】手づくりものづくり～伝統
の造形を起点に

昔から伝わるものづくりの技法や表現をふまえながら，子どもた
ちが新しい表現の世界と出会う，楽しい色やかたちの造形活動と
その授業構成を，体験を通して学びます。思い思いにつくった魚 笹原 浩仁（教育学部准教授）
のかたちの幟が青空の下で元気に泳ぐ「おさかなのぼりづくり」に
とりくみます。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月11日

教諭

幼稚園・小学校
教諭，中学校美
術科教諭

6,000円

24人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506088号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】手づくりものづくり～器用
さの復権

わたしたちの国の産業の根底を支えてきた“器用さ”を子どもたち
に育む楽しい造形活動とその授業構成を，体験を通して学びま
笹原 浩仁（教育学部准教授）
す。針金を使って，「人の思いをつないでいく通信塔～わたしのコ
ミュニケーション・タワー」の制作にとりくみます。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校美術科・技
術科教諭、高等
学校美術科・工
芸科教諭

6,000円

24人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506089号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

色のしくみや働き、配色など色彩の基礎について解説します。さ
らに、混色の原理に基づいたブンブンごまの制作や色彩イメージ
【選択】色彩入門－講義と実習－ 構成作品の制作を行います。これにより、児童に対する指導内容 篠原 利朗（教育学部教授）
についての理解を深め、今後の色彩指導に活かすことを目指し
ます。

教諭

小学校教諭

12,000円

24人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076506090号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】書写教育講座

本講習は、①新学習指導要領を踏まえた書写指導のあり方に関
する講義、②漢字の書写指導における実技力の養成、③仮名の 和田 圭壮（教育学部教授）
書写指導における実技力の養成といった視点での理論・実技研 坂井 孝次（教育学部准教授）
究を行い、小・中学校国語科書写教育の指導力向上を目指して 服部 一啓（教育学部教授）
いる。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月25日

教諭

小学校教諭、中
学校国語科教諭

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506091号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】板書のチョーク技法と手
書き文字文化

「手書き文字の文化」に触れながら、学校での指導における板書
チョーク技法の実技力向上を目的とする。内容は、教育における 和田 圭壮（教育学部教授）
手書きの大切さや、筆順の重要性、許容される書き方等の講義 坂井 孝次（教育学部准教授）
と、チョークの扱い方、基本点画、楷書及びひらがなの字形や字 服部 一啓（教育学部教授）
配り等についての実技を行う予定である。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月26日

教諭

全教諭（全学校
種・全教科）

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506092号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】書道指導力養成講座

本講習は、①主体的・対話的で深い学びの高等学校書道授業、
和田 圭壮（教育学部教授）
②少字数書の実習、③仮名古筆の実技力の養成、といった視点
坂井 孝次（教育学部准教授）
での研究を行い、書道教育の現状を踏まえての教員の書表現力
服部 一啓（教育学部教授）
と鑑賞力、学習指導力の向上を目的としている。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月26日

教諭

高等学校書道科
教諭

6,000円

15人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506093号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

体育授業において児童・生徒の体力向上や基本的な運動技能
の向上を図る手立てとして、音楽リズムを活用する学習指導の在
り方について紹介する。但し、音楽リズムを活用するといっても、
【選択】体育授業における音楽リ
ダンスの授業を想定して行うものではない。体つくり運動やゲー 本多 壮太郎（教育学部准教授）
ズムを活用した運動学習指導
ム・ボール運動、武道（剣道）といった領域の中で、リズムに合わ
せて楽しく、夢中になって体を動かしたり、運動技能を高めたりす
ることをねらいとする授業の在り方について取り上げる。

福岡県宗像市

6時間 平成30年11月4日

教諭

音楽リズムを活
用した体育の学
習指導に興味の
ある小学校、中学
校、高等学校の
教諭

6,000円

30人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076506094号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】柔道の授業づくり

福岡県宗像市

6時間 平成30年10月14日

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭（柔道指導経
験の少ない者）

6,000円

20人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076506095号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

保健体育科目「生理学」について、解剖学と並行した講義を通じ、
正しい知識を学ぶとともに、運動に関わる身体諸器官についての
【選択】保健体育科目「生理学」と 理解を深める。また、運動やスポーツの実践における正しい知識
「バイオメカニクス」の融合を現場 と効果的な実践方法を習得することにより、学校現場における学 市丸 直人（教育学部教授）
へ繋ぐ
習指導に役立たせることができるように心掛ける。さらに、生理学
上の知識や理解をさらに深めるために、スポーツバイオメカニク
ス的見方による講義及び演習を通して習得する。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育科教
諭、運動部の指
導を行う教諭

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506096号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

学習指導要領により、中学校で必修化されている保健体育科目
「ベースボール型」スポーツについて、ソフトボールの実技を教材
として取り上げ、実技を伴う講習を通じて正しい知識を習得すると
【選択】保健体育科目「ベース
ともに、小学校・中学校・高等学校における体育授業を実施でき
ボール型スポーツ」の理論と実践
市丸 直人（教育学部教授）
るようにする。また、運動生理学的立場から運動に関わる身体諸
（ソフトボール）
器官の理解を深め、運動やスポーツの実践における正しい知識
と効果的な実践方法を習得することにより、学校現場における学
習指導に役立たせることができるように心掛ける。

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育科教
諭、野球・ソフト
ボール等の運動
部の指導を行う
教諭

6,000円

30人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076506097号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

本講習では、柔道の基本的な技術およびその指導法を習得し、
柔道に内在する教育的・文化的価値について理解を深める。な
楢﨑 教子（教育学部准教授）
お、主な受講対象者は柔道指導経験の少ない中学校教諭とする
が、柔道の授業づくりに関心のある高校教諭も受講可能である。

福岡県宗像市

12時間

福岡県宗像市
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平成30年10月13日～
平成30年10月14日

6時間 平成30年10月13日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福岡教育大学

学校体育において，子どもの運動への意欲を引き出すことと運動
がうまくなることは，最も重要な目標である。しかしながら，運動が
下手な子どもは，運動への意欲を失いがちであり，運動が上手な
【選択】体育授業に役立つスポー
子どもは運動への意欲が高い。そこで，運動意欲と運動技能の 兄井 彰（教育学部教授）
ツ心理学と運動学習
習得の関係の基礎を踏まえながら，最新スポーツ心理学の研究
結果から示唆される子どもの意欲の高め方と早く運動が上手くな
る方法について，解説し考察を加えていく予定である。

福岡県宗像市

6時間 平成30年10月21日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
保健体育科教諭

6,000円

40人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076506098号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

この講習では，体育理論の教科指導に資するように、スポーツ文
化やスポーツの歴史について講義し，授業時の生徒の知識，思
考力・判断力・表現力を高めるための教材の扱い方を取り上げま
【選択】体育理論の教科指導―ス
す。中学校や高等学校での体育理論のそれぞれの単元とも関連 榊原 浩晃（教育学部教授）
ポーツ文化やスポーツの歴史―
づけて講義します。体育授業の歴史や欧米スポーツの比較文化
史の視点は，実技の際の教材観や指導法を探るためのヒントに
もなります。

福岡県宗像市

6時間 平成30年10月13日

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭

6,000円

50人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076506099号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】体育授業・課外活動にお
けるスポーツ傷害の予防

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月23日

教諭

全教諭（中学校・
高等学校教諭向
け）

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506100号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

小・中学校家庭科、高校「家庭基礎」「家庭総合」における調理実
習のあり方について、現代社会という視点から考える。児童生徒
への定着を図る一手法として一人調理について検討し、体験す
【選択】家庭科調理実習のあり方
る。また、他校種の調理実習題材についても把握する。調理実習 秋永 優子（教育学部教授）
と一人調理
は、校種により、３つのコースに分かれて実施する。さらに、みそ
づくりを通して、食文化継承について学ぶ。家庭科の目標である
「実践的態度を育てる」ことについて考えるものとする。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校、中学校
家庭科、高校「家
庭基礎」「家庭総
合」担当の教諭
で、「一人調理」
実施経験がなく、
基礎的な内容を
望む者

6,000円

24人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506101号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

小学校、中学校、高等学校の家庭科住生活領域の基礎的な内
【選択】住教育に関する基礎知識
容を解説し、家庭科の授業に応用できる実験や実習を行います。
鈴木 佐代（教育学部教授）
と実験・実習－快適な室内環境
○住まいの温熱環境（暑さ・寒さ）に関する講義と実験・実習
について－
○住まいの空気環境（換気・通風）に関する講義と実験・実習

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月12日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭

6,000円

12人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506102号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

メディア・リテラシーは現代社会を生きる人びとにとって不可欠な
能力であり，メディア・リテラシーを育むための方法を知ることは
小学校や中学校の教員に求められています。そこで，本講習で
【選択】メディア・リテラシーを育む
はメディア・リテラシーについて，理論と実践の両面から学ぶこと 寺岡 聖豪（教育学部教授）
教材開発
を目的とします。また，本講習を通じて，受講生自身のメディア・リ
テラシーを高めることを目指します。受講対象者は小学校・中学
校教諭です。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506103号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

授業中の事故やいじめ等、学校における様々なトラブルが裁判
所に持ち込まれるなかで、教員のリーガルマインドが必要不可欠
【選択】スクールリーガルマインド
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、教育 河内 祥子（教育学部准教授）
と教育裁判
法規の基礎を押さえた上で、教育裁判例を参考にしつつ、児童・
生徒や保護者への対応について演習等をまじえた講習を行う。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月5日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506104号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

学校図書館には｢学習・情報センター」と「読書センター」という機
能があるが、特に「学習・情報センター」としての機能を中心に理
【選択】学校図書館司書教諭講習
論・実践の面から概観する。また、学習指導における学校図書館 河内 祥子（教育学部准教授）
「学習指導と学校図書館」
メディアについての理解を図り、 その活用能力育成のための指
導法について演習を交え講習を行う。

福岡県宗像市

教諭

平成30年度福岡
教育大学学校図
12,000円
書館司書教諭講
習受講者に限る

30人

平成30年7月1日～
平成30年7月14日

平30-10076506105号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

現代社会における親子関係の特徴を、臨床心理学の理論と照ら
し合わせつつ、学校教育と密接に関係してくる局面を中心に概観
する。このことを通して自らが直面している具体的な教育現象・教
育課題への理解と対処に関する発想を得ることを目標とする。受
【選択】現代の親子関係の心理学
講者には、あらかじめ、各自が現場において問題として意識して 中島 義実（教育学部教授）
的理解
いる事柄について、具体的に想定し、できればまとめておくことが
求められる（複数可・様式は自由）。それらの事柄への対処として
どのような発想を得ることが出来たかが、筆記試験の内容とな
る。

福岡県宗像市

6時間 平成30年7月29日

全教諭（学校種、
教諭
教科種、職種等
養護教諭 を問わない。幼稚
栄養教諭 園等も可。）養護
教諭、栄養教諭

6,000円

110人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506106号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

現代社会における親子関係の特徴を、臨床心理学の理論と照ら
し合わせつつ、学校教育と密接に関係してくる局面を中心に概観
する。このことを通して自らが直面している具体的な教育現象・教
育課題への理解と対処に関する発想を得ることを目標とする。受
【選択】現代の親子関係の心理学
講者には、あらかじめ、各自が現場において問題として意識して 中島 義実（教育学部教授）
的理解
いる事柄について、具体的に想定し、できればまとめておくことが
求められる（複数可・様式は自由）。それらの事柄への対処として
どのような発想を得ることが出来たかが、筆記試験の内容とな
る。

福岡県宗像市

6時間 平成30年10月28日

全教諭（学校種、
教諭
教科種、職種等
養護教諭 を問わない。幼稚
栄養教諭 園等も可。）養護
教諭、栄養教諭

6,000円

110人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076506107号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

授業実践の効果測定や児童・生徒の意欲・関心・態度，学校適
応感の測定など，教育のさまざまな場面で「こころ」を測ることが
求められています。本講習では，このような日常の教育場面にお
いて利用可能な「心理測定」の仕組みを理解するために必要な 笹山 郁生（教育学部教授）
統計学的知識（測定の妥当性と信頼性，尺度水準，等）と技術を
紹介したあと，「心理測定」でよく用いられる心理尺度について概
説し，実際に心理尺度を作成する実習を行う予定です。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月17日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
義務教育学校・
高等学校・中等
教育学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭向け

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506108号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

【選択】「こころ」の測り方

この講習では、体育授業や運動部活動中におけるスポーツ傷害
の予防に着目し、その予防対策について、以下の点について学
ぶ。１．「身体の発育発達と運動中に発生しやすいスポーツ傷
片平 誠人（教育学部准教授）
害」、２．「スポーツ傷害の予防方法の実際（ストレッチング：実
技）」、３．「スポーツ傷害の予防方法の実際（スポーツマッサー
ジ：実技）」、４．「スポーツ傷害と救急処置」

12時間
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平成30年8月23日～
平成30年8月26日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

福岡教育大学

○伝統的造形技法である，鋳金技法を用い，コースターを制作し
ます。制作を通し，素材感を活かした表現や，創意工夫して作品
【選択】金属を用いた造形表現～ を作り出す能力を高めます。
石上 洋明（教育学部助教）
錫（すず）で作るコースター
○講習では，素材の特性や，技法についての講義，金属素材を
用いたワークショップなどの実例紹介から，様々な表現方法の可
能性を探ります。

福岡教育大学

【選択】生活科・総合的な学習の
時間の実践と課題

福岡教育大学

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

25人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506109号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

6時間 平成30年7月29日

教諭

小学校教諭，生
活科・総合的な学
習に関心をもつ
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506110号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

児童・生徒の心と行動の発達とその支援について解説し、LD、
ADHD、自閉症スペクトラム障害、知的障害などの発達障害児の
【選択】発達障害児の理解と支援
抱える支援ニーズについて明らかにする。そして、教育フィールド 熊谷 亮（障害学習支援センター助教）
について
における発達障害のある児童・生徒に有効なアセスメント法、手
立ての設定と導入法について提示する。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭（基礎
的内容を含む）

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506111号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

言語とその障害、言語に障害のある子どもの指導法について理
解し、そのような子どもの指導・支援における通常の学級の教師
【選択】言語に特別な支援を要す
による支援・連携のあり方について考える。本講習でとり上げる 見上 昌睦（教育学部教授）
る子どもの理解と指導
言語障害は、吃音（発話の流暢性の障害）、構音障害（発音の誤
り、不明瞭さの障害）、言語発達障害などである。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月11日

教諭
養護教諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養
護教諭

6,000円

60人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506112号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

主体的で対話的な説明的文章の読みの授業をつくるためには、
学習者の読みのプロセスを意識した教材分析が求められます。
【選択】説明的文章の読みのプロ 本講習では、説明的文章の読みのプロセスと、それを実現するた
青山 之典（大学院教育学研究科教授）
めの教材分析について、演習を通して理解を深めていきます。小
セスと教材分析
学校の教科書教材を扱うため、主な受講対象者は小学校教諭と
します。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月4日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

20人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506113号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

主体的で対話的な説明的文章の読みの授業をつくるためには、
学習者の読みのプロセスを意識した教材分析が求められます。
【選択】説明的文章の読みのプロ 本講習では、説明的文章の読みのプロセスと、それを実現するた
青山 之典（大学院教育学研究科教授）
めの教材分析について、演習を通して理解を深めていきます。小
セスと教材分析
学校の教科書教材を扱うため、主な受講対象者は小学校教諭と
します。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

20人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506114号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

教師として「学び続ける」ことが求められています。その「学び続
ける」ことは，学校現場でどのように，個人で，組織で行うことがで
【選択】学び続ける教師のための
きるでしょうか？本講座では，自身を自身で育て続ける教師であ 若木 常佳（大学院教育学研究科教授）
リフレクションについて
るために，どのような考え方をもち，ツールを使えばよいのか，リ
アリスティック・アプローチの手法を用いて提案します。

福岡県宗像市

6時間 平成30年6月23日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506115号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

主体的で対話的な社会科の授業をつくるためには、社会的事象
と子どもの関心事の「ズレ」を意識した教材分析が求められます。
【選択】社会科の指導方法改善と 本講習では、子どもが学習活動の主体者として対話的に学ぶた
坂井 清隆（大学院教育学研究科講師）
教材分析
めの授業づくりと、それを実現するための指導法や教材分析につ
いて、演習を通して理解を深めていきます。小学校の教科書教材
を扱うため、主な受講対象者は小学校教諭とします。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月5日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

20人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506116号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

主体的で対話的な社会科の授業をつくるためには、社会的事象
と子どもの関心事の「ズレ」を意識した教材分析が求められます。
【選択】社会科の指導方法改善と 本講習では、子どもが学習活動の主体者として対話的に学ぶた
坂井 清隆（大学院教育学研究科講師）
教材分析
めの授業づくりと、それを実現するための指導法や教材分析につ
いて、演習を通して理解を深めていきます。小学校の教科書教材
を扱うため、主な受講対象者は小学校教諭とします。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

20人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506117号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

児童生徒の学校適応の基礎となる人間関係能力を育成するため
に，「社会性と情動の学習(SEL)」に関する理論と導入・実践方法
について学ぶ。具体的には，(１)児童生徒の他者と関わる力の現
【選択】児童生徒の人間関係能力
状，(2)「社会性と情動の学習(SEL)」の理論，(3)「社会性と情動の 小泉 令三（大学院教育学研究科教授）
の育成
学習(SEL)」の国内外の実践例紹介，(4)望ましい人間関係を育成
するための指導方法，(5)学級および学校での取組の推進方法等
について，演習をまじえた講習を行う。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月11日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭

8,073円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506118号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

児童生徒の学校適応の基礎となる人間関係能力を育成するため
に，「社会性と情動の学習(SEL)」に関する理論と導入・実践方法
について学ぶ。具体的には，(１)児童生徒の他者と関わる力の現
【選択】児童生徒の人間関係能力
状，(2)「社会性と情動の学習(SEL)」の理論，(3)「社会性と情動の 小泉 令三（大学院教育学研究科教授）
の育成
学習(SEL)」の国内外の実践例紹介，(4)望ましい人間関係を育成
するための指導方法，(5)学級および学校での取組の推進方法等
について，演習をまじえた講習を行う。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月18日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭

8,073円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506119号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

キャリア教育は新学習指導要領でも重要な教育の中核的要素と
されている。子どもが，自らの人生の充実に向け，学習・教育計
画を立て学校生活を送れるようになるための支援として，主に包
括的スクール・カウンセリングの観点から，キャリア・カウンセリン
西山 久子（大学院教育学研究科教授）
グのあり方を検討する。
具体的には，①児童生徒理解の促進，②学級での進路指導（ガ
イダンス），③キャリア・カウンセリングの計画・試行，④保護者と
の連携の検討を行う。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506120号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

【選択】学びに向かう力を育む
キャリア・カウンセリング

より良い生活科・総合的な学習の時間の学習を展開するには，
その学習の本質を理解し，子どもや地域の実態に応じた具体的
な手立てを工夫する必要がある。そこで，事例をもとに，スタート
津川 裕（教育学部教授）
カリキュラム，気付きの質の向上，探究的な学習，言語活動等に
ついて理解を深め，「主体的・対話的で深い学び」に迫る授業づく
りができるようにする。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】子どもと情報メディア

子どもによるネットいじめやネット犯行予告などの問題が増えて
いる。子どもが出会い系サイトやLINEを使って被害者や加害者に
なる事件も多い。また，自閉症類似症状を持つ子どもの増加や，
コミュニケーション能力の質的低下を指摘する研究者もいる。本 村田 育也（大学院教育学研究科教授）
講習では，情報メディアを使う子どもたちに起こり得る問題を取り
上げ，情報メディアの特徴を踏まえた上で，問題の原因とともに，
その教育的な対策について考える。

福岡県宗像市

6時間 平成30年7月15日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭，
養護教諭

7,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506121号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】子どもと情報メディア

子どもによるネットいじめやネット犯行予告などの問題が増えて
いる。子どもが出会い系サイトやLINEを使って被害者や加害者に
なる事件も多い。また，自閉症類似症状を持つ子どもの増加や，
コミュニケーション能力の質的低下を指摘する研究者もいる。本 村田 育也（大学院教育学研究科教授）
講習では，情報メディアを使う子どもたちに起こり得る問題を取り
上げ，情報メディアの特徴を踏まえた上で，問題の原因とともに，
その教育的な対策について考える。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月4日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭，
養護教諭

7,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506122号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

前半は，これまで一般的に行われてきた情報モラル教育の問題
について考察し，その問題を解決するために，子どもの社会性と
責任能力の発達の視点と，情報メディア使用が人にどのような影
【選択】考えて学ぶ情報モラル教 響を与えるのかというメディア論的な視点が必要であることを説
村田 育也（大学院教育学研究科教授）
明する。
育
後半は，小学校，中学校，高等学校の教員グループに分かれ
て，前半の講義内容を踏まえて，情報モラル教育の授業づくり演
習を行う。

福岡県宗像市

6時間 平成30年11月4日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭，
養護教諭

6,000円

30人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076506123号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

ストレスの多い教育現場において教師がメンタルヘルス不調にお
ちいらないために、ストレスの原因、対策を取り上げ、メンタルヘ
ルス不調から心身症や精神疾患に罹患した場合の対応、治療法
【選択】教師のメンタルヘルスと子
について説明する。また教師にとって児童生徒の理解に重要な 貫名 英之（健康科学センター教授）
どもの心の理解
体調の変化や不登校、発達障害、保護者対応などを取り上げ、
児童生徒の心の問題の理解と対応について説明する予定であ
る。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506124号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

本講習では、公民的分野（科）の現代社会項目や政治・経済項目
と関係が深い「犯罪と刑罰」をとりまく問題を取り上げる。近時の
犯罪現象の特徴を把握し、それに対する法的対応の仕組みを概
福岡県福岡市
【選択】現代社会における犯罪と
観した上で、これらの現象と対応のあり方が日本の社会の仕組 武内 謙治（九州大学大学院法学研究院教授）
東区
刑罰
みとどのようにかかわっている／いないのか、考えていくことにす
る。ディスカッションの時間も設けて、主体的な参加を促す講習と
したい。

6時間 平成30年6月23日

教諭

中学校社会科教
諭、高等学校公
民科教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506125号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6時間 平成30年7月28日

教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科・公民
科教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076506126号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【地理学】2020年度以降大きく変わる学習指導要領において，高
等学校地歴科に「歴史総合」「地理総合」の新設が予定されてい
るように，地理教育では地球社会や地域を総合的に理解し持続
可能な社会を構築することが求められている。この講習では，地
球社会と日本の理解について，スケールと領域という観点から解
説する。
【哲学】現代の日本の状況を哲学の視点から読み解く。主な論点
は、真・善・美、そして生と死である。

高木 彰彦（九州大学大学院人文科学研究院
教授）
菊地 惠善（九州大学大学院人文科学研究院
教授）

福岡県福岡市
東区

福岡教育大学

【選択】哲学・地理学への誘い

福岡教育大学

お米の‘おいしさ’とは？をトピックとし、日本の主食であるお米を
とりまく現状について学ぶ。
【選択】お米を通して学ぶ日本の
望月 俊宏（九州大学大学院農学研究院教授） 福岡県糟屋郡
○世界と日本のお米、栽培から食卓までを学ぶ。
食料
安彦 友美（九州大学大学院農学研究院助教） 粕屋町
○味覚と嗅覚のテストを通して、おいしさの感じ方を理解する。
○お米の食味試験法を学び、いろいろなお米の食味をくらべる。

6時間 平成30年8月7日

教諭
栄養教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭、栄養教
諭

6,000円

20人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506127号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】ミクロからマクロにわたる
多様な化学

「原子・分子の構造」、「電気化学の基礎」、「細胞を形作る物質」
の３つテーマで講義を開講し、化学結合の形成、電池の動作原 寺嵜 亨（九州大学大学院理学研究院教授）
福岡県福岡市
理、細胞に関わる化学現象などの理解を通して、ミクロな原子・分 竹原 公（九州大学大学院理学研究院准教授）
西区
子からマクロな物質・生命体までを扱う多様な化学を概説しま
谷 元洋（九州大学大学院理学研究院准教授）
す。

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506128号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

【選択】色々な幾何を楽しむ

ユ-クリッド幾何だけでなく、それ以外の色々な幾何の世界がある
ことを知って、数学における幾何の論理を学ぶ。幾何学は、点や
直線や円や平面などの図形を研究するものだけだ、と思うと大違
綿谷 安男（九州大学大学院数理学研究院教
い。点とは何？図形とは何？ということを根本から考えていく。大
授）
学で習うようなことは仮定しないで、色々な幾何を楽しんで、視野
を広げる機会としたい。中学生や高校生とも一緒にできるように、
何も知らなくてもできる範囲に限定する。

福岡県福岡市
西区

6時間 平成30年8月18日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506129号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】英語学・英文学講義

本講義は二人の講師で担当し、前半が，イギリス文学と作品を後
半が英語学の観点から英語に内在する規則性について論じま
す。イギリス文学では，小説を取り上げるとともに，海外の実用英
文法書の幾つかの箇所の紹介もします。英語学では，英語の諸
現象を構造的観点から考察することにより，原理的な説明が可能
となることを示します。

鵜飼 信光（九州大学大学院人文科学研究院
教授）
西岡 宣明（九州大学大学院人文科学研究院
教授）

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月1日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506130号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

国語国文学、漢文学の先端研究を紹介し、活字離れ・漢字離れ
の中、思考力・想像力を養うための国語科教育にこれら最新情
報がどう生かされるかを検討する。２名の講師による講義形式
【選択】古文・漢文―古典の魅力
で、前半は国語国文学についてのレクチャーを通して古典教育の
意義とその実践方法を講習し、後半は漢文教育の意義とその実
践方法を講習する。

高山 倫明（九州大学大学院人文科学研究院
教授）
静永 健（九州大学大学院人文科学研究院教
授）

福岡県福岡市
西区

6時間 平成30年10月28日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

40人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076506131号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

125 / 271 ページ

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講習では、現代の日本社会における子どもの貧困問題につい
て、歴史的、国際比較的な視点も踏まえて概説する。特に、貧困
状態にある子どもの実態やその影響について講義するとともに、
東野 充成（九州工業大学教養教育院教授）
現在の政策のあり方を検証する。その上で、特に学力の保証と
いう観点から、貧困問題に対して学校教育がなしうる方策等につ
いて考える。

時間数

受講者募集期間

認定番号

ＵＲＬ

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

福岡県北九州
市戸畑区

6時間 平成30年8月24日

教諭
養護教諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養
護教諭

6,000円

60人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506132号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

講習の開催地

受講人数

電話番号

福岡教育大学

【選択】子どもの貧困問題

福岡教育大学

放射線の基礎，放射線計測の方法を最初に学び，線量計を用い
た実習を通して正しい計測手法と測定データの取り扱い，解釈を
学ぶ．
放射線や放射能に関する基準値の考え方，意味を学ぶ．
清水 浩貴（九州工業大学大学院工学研究院
【選択】放射線の測り方／福島と
併せて，震災に伴う原発事故より7年が経過した福島県の現状を
准教授）
原発の今
伝え，原発（技術）と社会の関係について様々な視点からの見方
を提供する．
理科や社会の単独科目に収まらない総合的な学習に役立つ内
容を提供する．

福岡県北九州
市戸畑区

6時間 平成30年8月28日

教諭
養護教諭
栄養教諭

中学校理科・社
会科教諭、高等
学校理科・地理
歴史科・公民科
教諭、養護教諭、
栄養教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506133号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択】最近の九州における豪
雨・地震等による自然災害の特
徴及びその対策と教訓

廣岡 明彦（九州工業大学大学院工学研究院
教授）
永瀬 英生（九州工業大学大学院工学研究院
教授）
重枝 未玲（九州工業大学大学院工学研究院
准教授）

福岡県北九州
市戸畑区

6時間 平成30年8月29日

教諭

全教諭（全学校
種・全教科）

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506134号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

ライティングやスピーキングの課題を通して主体的・協働的に学
ぶ英語授業のための手立てを、講義で考察し演習（ペア・グルー
プワーク等）で体験する講習会です。自己紹介・話し合いでで英
福永 淳（九州工業大学学習教育センター准教 福岡県北九州
【選択】主体的・協働的に学ぶ英 語を使用する場面があります。
授）
市戸畑区
・教師の役割を中心に日々の実践を内省し共有します。
語授業のために
・グローバル社会における英語と英語教育について考察します。
・教材選択と課題設定について考察します。
・考察に基づき課題を設計します。

6時間 平成30年8月31日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506135号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

本講習会では，平成28年4月熊本地震，平成29年7月九州北部
豪雨などの近年九州で発生した自然災害の特徴について概説す
るとともに，その防災・減災対策に関する技術や課題を紹介す
る。まず，豪雨による河川災害や斜面災害について，次に，地震
による地盤災害や構造物被害について解説する。

小・中・高校のさまざまな学習場面では、児童生徒が自ら学び、
自ら考え、よりよく問題を解決する能力の育成が求められる。そ
篠原 武（九州工業大学大学院情報工学研究
の趣旨を踏まえ、「マイクロマウスと迷路」の教材や初歩のコン
ピュータプログラミングの学習を通してコンピュータの基本的な仕 院教授）
組みを理解することにより、児童生徒が学ぶことになる「プログラ
ミング」の実際を体験する。

福岡教育大学

【選択】プログラミングの基礎

福岡県飯塚市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養
護教諭、栄養教
諭

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506136号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

教材準備や授業中の資料提示のためのワープロおよびプレゼン
テーションソフトの利用、学習評価のための表計算ソフトの利用、
【選択】授業でのコンピュータ活用 インターネットを用いた情報の検索・収集・整理など、授業に関す 山口 真之介（九州工業大学学習教育センター
福岡県飯塚市
るコンピュータやインターネットの活用指導力が身に付くように実 助教）
の初歩
習を行いながら初歩から講習する。日本語文字入力が可能であ
ることが望ましい。

6時間 平成30年8月24日

教諭

全教諭（全学校
種・全教科）

6,000円

38人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506137号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

教育手法の昨今の動向を踏まえたうえで、チーム学習の考え方
と進め方を参画型で実施する。受講者を４つのチームにわけて、
【選択】チーム学習の考え方と進
Jahng, Doosub（九州工業大学大学院生命体工 福岡県北九州
多面スクリーン・机上ホワイトボードなどを用いて、講師から出さ
め方
学研究科教授）
市若松区
れた２つの模擬授業に対して、チーム別に指導案を発表・討論・
相互評価を行う。

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校教諭（全
教科）

6,000円

25人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076506138号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

佐賀大学

水彩絵の具には主にアクリル絵具と水彩絵具を使用します。中
【選択】アクリル絵の具および透
学や高校で使用する絵の具は「アクリルガッシュ」が中心となりま
明水彩絵具を用いた重層表現技
小木曽 誠（芸術地域デザイン学部准教授）
すが、水彩絵具の２つの特徴を学び教育現場での学生指導に生
法を学ぶ
かし、基礎技術の向上と楽しく描くことを目的として指導する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年6月2日

教諭

中・高・特支教諭
（美術）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505803号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】ロックンロールな英語教育 英語の歌を用いて授業を行う英語教育法の一例を具体的に提示
木原 誠（教育学部教授）
－リトミックス／歌の活用法
し、英語力の向上を目指す。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年6月2日

教諭

中・高教諭（英
語）

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505804号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

小学校・中学校新学習指導要領が平成29年3月に公示された
（高等学校は平成30年予定）。目標や内容が大きく改訂され、音
楽科においてもそれに対応した授業づくりが、全面実施を前に喫
【選択】音楽科授業づくりに活きる
緊の課題となっている。指導要領を読み込んで、具体的な新しい 山田 潤次（教育学部教授）
学習指導要領の読み方使い方
授業づくりの可能性を探っていきながら、校種を問わない音楽科
授業づくりの本質的な筋道を理解できるようにする。演習形式を
多く取り入れる。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年6月3日

教諭

小・中・高教諭
（音楽）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505805号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

教師に必要なコミュニケ－ションの基本理論を理解し，また身体
表現の技術を習得し，教室（保健室を含む）での児童生徒との教
【選択】教育情報コミュニケーショ
育コミュニケ－ション能力の向上を行う。さらに教育情報機器の 角 和博（教育学部教授）
ン学
操作を身につけることで，効果的な学習指導や児童生徒の興味
関心を引き出す方法を習得する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年6月9日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高・特
支教諭、養護教
諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505806号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

教師に必要なコミュニケ－ションの基本理論を理解し，また身体
表現の技術を習得し，教室（保健室を含む）での児童生徒との教
【選択】教育情報コミュニケーショ
育コミュニケ－ション能力の向上を行う。さらに教育情報機器の 角 和博（教育学部教授）
ン学
操作を身につけることで，効果的な学習指導や児童生徒の興味
関心を引き出す方法を習得する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年6月10日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高・特
支教諭、養護教
諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505807号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】歌唱と合唱

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年6月10日

教諭

小・中・高・特支
教諭（音楽）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505808号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

中学生や高校生がおおよそ理解できて興味を持つような話題を、
相対論、量子論、宇宙物理、近年問題となっている放射線（原子
【選択】中学高校で話せる最新の
核物理学）から選んで講義形式の授業で紹介します。テーマの例 船久保 公一（工学系研究科教授）
物理学
としては、相対論に基づくGPSの原理、宇宙の年齢をどのようにし
て決めるのか、放射線はなぜ危険なのか、などです。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年6月17日

教諭

中・高教諭（理
科）

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505809号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

授業形態：実習形式 小・中・高校における歌唱指導や合唱指導
板橋 江利也（教育学部教授）
のヒントになるトピックスについて指導を行う。
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

6時間 平成30年6月23日

教諭

小・中教諭（理
科）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505810号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】なるほど科学実験

教員の資質能力向上を目的として，理科の発展的課題例の提示
と解説を行う。
午前：「人工イクラと豆腐作り」の原理と実験、「チョークを使った 上田 敏久（農学部准教授）
石原 秀太（非常勤講師）
色の分離」の原理と実験
午後：「水飲み鳥・クリスマスピラミッド・ガリレオ温度計・回転浮沈
子」の動作原理と実験

佐賀大学

【選択】学習指導要領とこれから
の体育学習

学習指導要領の改訂ポイントを概観し、これからの体育学習の
進め方について、講義形式と演習（グループワーク）形式の講習
堤 公一（大学院学校教育学研究科准教授）
を実施する。特に、「生涯スポーツ」や「小中高連携教育」の視点
から体育学習のあり方や学習内容の系統性についてを考える。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年6月23日

教諭

小・中・高・特支
教諭（保健体育）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505811号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】ドローイングの観点と実践

ドローイングの授業実践を通して、随時見ること・描くこと・鑑賞す
ることの観点やそれを実践するための指導方法について体験と
田中 右紀（芸術地域デザイン学部教授）
ともに述べていく。描くことの楽しみや発見を体験し、現代の美術
理解へと繋げる。（実習）

佐賀県西松浦
郡有田町

6時間 平成30年6月30日

教諭

小・中・高・特支
教諭（美術）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505812号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】音楽の理解

音楽の基礎的理論と記譜法、読譜の手段としての階名唱、音楽
橋本 正昭（教育学部教授）
鑑賞の要点、指揮の基本的テクニックについて指導する。指揮に
今井 治人（教育学部教授）
ついては簡単な実習をともなう。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月1日

教諭

幼・小・中・高・特
支教諭（音楽）

6,000円

40人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505813号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

行動面の問題を抱える幼児児童生徒について、(1) 自閉スペクト
ラム症基盤群への対処、(2) 基盤を問わず、持続する行動障害の
強度および間歇的爆発の有無、の2つの視点に基づいて捉え、
久野 建夫（福岡教育大学特別支援教育専攻
【選択】行動面の問題を抱える幼
(1)に対する「自閉症指導の7つ道具」、(2)に対する「行動障害の
科非常勤講師）
児児童生徒への支援
3+1水準対処」方策を紹介する。学習指導要領、特に自立活動を
ふまえ、関係機関との連携を含めて述べる。対面授業。映像資料
有。食事摂取の問題も触れる。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月16日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

120人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505814号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

行動面の問題を抱える幼児児童生徒について、(1) 自閉スペクト
ラム症基盤群への対処、(2) 基盤を問わず、持続する行動障害の
強度および間歇的爆発の有無、の2つの視点に基づいて捉え、
久野 建夫（福岡教育大学特別支援教育専攻
【選択】行動面の問題を抱える幼
(1)に対する「自閉症指導の7つ道具」、(2)に対する「行動障害の
科非常勤講師）
児児童生徒への支援
3+1水準対処」方策を紹介する。学習指導要領、特に自立活動を
ふまえ、関係機関との連携を含めて述べる。対面授業。映像資料
有。食事摂取の問題も触れる。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年9月17日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

120人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505815号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

行動面の問題を抱える幼児児童生徒について、(1) 自閉スペクト
ラム症基盤群への対処、(2) 基盤を問わず、持続する行動障害の
強度および間歇的爆発の有無、の2つの視点に基づいて捉え、
久野 建夫（福岡教育大学特別支援教育専攻
【選択】行動面の問題を抱える幼
(1)に対する「自閉症指導の7つ道具」、(2)に対する「行動障害の
科非常勤講師）
児児童生徒への支援
3+1水準対処」方策を紹介する。学習指導要領、特に自立活動を
ふまえ、関係機関との連携を含めて述べる。対面授業。映像資料
有。食事摂取の問題も触れる。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年12月24日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

120人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505816号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

現在の小売企業のマーケティングに関する基礎知識を講義し、社
【選択】日本の小売企業の基礎知
会や商業に関する専門教育に限らず、一般教育知識として生徒 宮崎 卓朗（経済学部教授）
識
指導に生かすことを目的とする。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月21日

教諭

中・高・特支教諭
（社会科、商業
科）

6,000円

70人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505817号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】保育現場での音と体と心
の関係を考える

保育の中での音楽や踊り・ごっこ遊びなど、遊びの中での音や体
を動かすことと心の育ちの関係を考える。まずは講義を聞いて考
庄籠 道子（佐賀大学教育学部附属幼稚園副
え、その後、実際にリトミックを取り入れたワークショップの中で動
園長）
いてみて、自分の身体を通して感じてみる。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22日

教諭

幼・小教諭

6,000円

50人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505818号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】保育現場での音と体と心
の関係を考える

保育の中での音楽や踊り・ごっこ遊びなど、遊びの中での音や体
を動かすことと心の育ちの関係を考える。まずは講義を聞いて考
庄籠 道子（佐賀大学教育学部附属幼稚園副
え、その後、実際にリトミックを取り入れたワークショップの中で動
園長）
いてみて、自分の身体を通して感じてみる。講義とワークショッ
プ。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月19日

教諭

幼・小教諭

6,000円

50人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505819号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】中学校・高等学校で学ぶ
データ解析の考え方

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月22日

教諭

中・高教諭（数
学）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505820号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】自閉症スペクトラム障害
の理解と支援

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月28日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高・特
支教諭、養護教
諭

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505821号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

社会の変化による子ども達の健康に関する現代的課題に養護教
諭が教育職・専門職として適切に対応できる専門性・独自性・企
画力・調整能力を理解するとともに、養護教諭がとるべき行動の
松尾 宗明（医学部小児科学教授）
【選択】最新の健康教育に繋げる 判断基準となる最新の知識の習得・実践に繋ぐことができること
中島 俊思（学生支援室准教授）
養護教諭の実践
を目的とする。
千々岩 峰子（鳥栖西中学校主幹教諭）
本講習においては、養護に関する科目のニーズの高い「救急処
置・学校伝染病」「薬理概論」「精神保健」などの内容を中心に講
義を行う。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月2日

養護教諭

養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505822号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

養護教諭は、学校保健活動の推進に当たって中核的な役割を果
たしており、現代的な健康課題の解決に向けて重要な責務を
負っている。
また、養護教諭が子どもの現代的な健康課題に適切に対応して
尾崎 岩太（保健管理センター准教授）
【選択】学校における疾病予防と
いくためには、常に新たな知識や技能などを習得していく必要が
千々岩 峰子（鳥栖西中学校主幹教諭）
保健管理
ある。
講義１、２においては、養護に関する科目のニーズの高い「救急
処置・学校伝染病」「薬理概論」「精神保健」「免疫学」「環境保健」
などの内容を中心に講義を行う。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月3日

養護教諭

養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505823号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

講習の形態は対面授業。本講習では中学校・高等学校で学ぶ確
率・統計分野について、教科書の内容の背景を解説し、データを 西 晃央（佐賀大学非常勤講師）
観る視点に基づくデータ解析の考え方を理解する。
自閉症スペクトラム障害の理解と支援に関して、「研究史」「定義
や頻度など」「体験世界」「支援のあり方」の観点から、講義形態 芳野 正昭（教育学部教授）
で授業を行なう。

佐賀県佐賀市
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

佐賀大学

eラーニングは、学習管理システム（LMS）上で実施する。LMSとし
てMoodle（3.x）を使い、その機能について学び、フォーラム、資料
【選択】学校現場で活用できる学 提示、課題作成（小テスト、レポート等）を行う。PCの他、スマート
穗屋下 茂（全学教育機構特任教授）
習管理システム（初級）
フォンでも利用できるようになり、ちょっとした隙間時間にも利用
可能になってきた。講習は、実習形式でPCを使用するが、スマー
トフォンでの使い方も紹介する。

佐賀大学

【選択】心理劇を取り入れながら
保育・子育て支援を考える

佐賀大学

【選択】心理劇を取り入れながら
保育・子育て支援を考える

佐賀大学

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月4日

教諭
養護教諭

小・中・高・特支
教諭、養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505824号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

量としての子育て支援と質としての子育て支援の違いなど、子育
て支援の方法や在り方を講義で学び、グループに分かれて心理
劇をして、いろんな子どもや親の役割を演じてみることで気持ちを 庄籠 道子（教育学部附属幼稚園副園長）
理解する一助とし、バズセッションで子育て支援等の悩みを話し
合う。講義とワークショップ。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月5日

教諭

幼・小教諭

6,000円

50人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505825号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

量としての子育て支援と質としての子育て支援の違いなど、子育
て支援の方法や在り方を講義で学び、グループに分かれて心理
劇をして、いろんな子どもや親の役割を演じてみることで気持ちを 庄籠 道子（教育学部附属幼稚園副園長）
理解する一助とし、バズセッションで子育て支援等の悩みを話し
合う。講義とワークショップ。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月26日

教諭

幼・小教諭

6,000円

50人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505826号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

午前の授業では，家庭科衣生活領域の基礎知識について解説
する。午後の授業では，被服実習の基礎技能を押さえるとともに
【選択】家庭科衣生活領域におけ
甲斐 今日子（教育学部教授）
子どもが楽しく取り組むことができる被服実習を行う。
る教育内容の研究
家庭科における衣生活領域の教育内容の検討及び被服実習の
あり方について考える機会として具体的に提供する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月5日

教諭

幼・小・中・高・特
支教諭（家庭科）

6,000円

25人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505827号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

日本における古代社会の慈善活動から、現在に至るまでの福祉
の歴史的展開について概観し、日本人がこれまでどのような価値
【選択】日本における福祉の歴史 観から社会的弱者を救済していたのかを検討する。また、これら 松山 郁夫（大学院学校教育学研究科教授）
のことから得られた知見により、今後の少子高齢社会・人口減少
社会における社会福祉や教育のあり方を深める。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505828号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】教科書の背景教えます

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小・中・高教諭
（数学）

6,000円

70人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505829号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

これからの体育授業や部活動でネット型（バレーボール）の指導
【選択】体育授業・部活動指導の にいかすことができる理論と実技のポイントについて、講義形式
ヒント「ネット型（バレーボール）」 と実技形式の講習を実施する。理論については、運動学・トレー
ニング科学の視点から指導のあり方を考える。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小・中・高・特支
教諭（保健体育）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505830号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】家族と支える発達障害、
心身症と不登校

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月11日

教諭
養護教諭

幼・小・中・特支
教諭、養護教諭

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505831号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

算数オリンピックや（ジュニア）数学オリンピックにはよく練られた
好奇心を刺激する問題や、より専門的な数学に背景を持つ興味
【選択】算数・ジュニア数学オリン
深い問題などが多数出題されている。本講習では算数オリンピッ
ピック問題から見る初等整数論と
寺井 直樹（教育学部教授）
クやジュニア数学オリンピックに出題された問題を受講生に解い
組合せ論
てもらい、そのあとでその解説をするとともに初等整数論や組合
せ論に関する背景となる事項について説明する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月16日

教諭

小・中・高教諭
（数学）

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505832号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

1943年に最初の自閉症の報告がなされて以降、心因性とされた
り認知障害と見られたりする等捉え方が変わり、それに伴って遊
【選択】自閉スペクトラム症の捉え
戯療法や行動療法等が試みられてきた。現在、重視されている 松山 郁夫（大学院学校教育学研究科教授）
方と療育支援の展開
社会性の向上を目指した支援を中心に、これまでの自閉症に対
する捉え方と療育方法の展開について理解を深める。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月16日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505833号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】HTML5／CSSを用いた
Webページ作成技術

本講習では、Webの標準技術であるHTML5とCSS3を用いたWeb
ページ作成の基礎を講義と実習を通じて学習し、同時に学校現
場で活用できる情報技術向上を図り、教師の情報を教授する能 岡崎 泰久（工学系研究科教授）
力を養うことを目的とする。
授業の形態：対面授業（ＰＣ演習を含む）

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月17日

教諭

中・高教諭

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505834号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】書写指導のあり方

国語科書写の目標を理解し、用筆法や字形の整え方等について
学ぶとともに、毛筆や硬筆による書写能力及び指導能力を身に 池田 啓二（教育学部准教授）
つける。実技形式で行う。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月17日

教諭

小・中教諭（国
語）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505835号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

幼稚園から高等学校までの全ての教員が特別支援教育を推進し
ていく立場であることを前提として、発達障害を持つ子どもの理解
【選択】子どもの理解と指導・支援 と指導・支援について、通常学校の教員として知っておくべき基
～発達障害を持つ子どもへの対 礎的な知識について理解する。それをふまえて、通常学校・学級 日野 久美子（大学院学校教育学研究科教授） 佐賀県佐賀市
応から学ぶ～
で学習面・行動面・社会性等において不適応行動を起こしている
子どもの背景や要因について理解すると同時に、今後のより良
い指導・支援について考える。

6時間 平成30年8月17日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

60人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505836号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

幼稚園から高等学校までの全ての教員が特別支援教育を推進し
ていく立場であることを前提として、発達障害を持つ子どもの理解
【選択】子どもの理解と指導・支援 と指導・支援について、通常学校の教員として知っておくべき基
～発達障害を持つ子どもへの対 礎的な知識について理解する。それをふまえて、通常学校・学級 日野 久美子（大学院学校教育学研究科教授） 佐賀県佐賀市
応から学ぶ～
で学習面・行動面・社会性等において不適応行動を起こしている
子どもの背景や要因について理解すると同時に、今後のより良
い指導・支援について考える。

6時間 平成30年8月24日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

60人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505837号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

教科書では省略されている学術的背景の解説を教科書のコピー
を配布しながら解説する。また，実際にA4用紙で図形を作らせた
庄田 敏宏（教育学部准教授）
り石鹸膜の実験をしたりして，作業を通した理論の確認と自然現
象と机上の理論との関わりを体感させる。

池上 寿伸（教育学部教授）

子どもの心身症外来で診療する小児科医が、発達障害、心身
症、不登校への対応について事例を示しながら概説する。子ども
の心を理解して問題への対処法を考え、子どもと家族への支援 藤田 一郎（福岡女学院大学人間関係学部教
授）
（アドバイス）に活用する。講義①発達障害（自閉症、アスペル
ガー症候群、ADHD）、②心身症（思春期やせ症、自律神経失調
症）と不登校、③子どもと家族支援のカウンセリング（家族療法）
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

子どもたちの人間関係が希薄になっていると言われています。子
ども同士がつながるための人間関係づくりの方法論と、集団づく
りの原則を学ぶ。 具体的には、トラブルへの対応、班作り、ピア
松下 一世（教育学部教授）
サポート、アサーショントレーニング、コミュニケーションスキル、
多様性など、ワークショップ形式で、ロールプレイなど実際に体験
しながら、共に学び合い、教師としてのスキルを高めます。

佐賀大学

【選択】子どもの心をつなぐ学級
づくり―人権教育の視点から

佐賀大学

学校内部にとどまることなく、生活科の学びを身近な地域社会へ
の参加になるように拡充したい。小学生であっても、地域の人々
【選択】身近な地域社会への参加
とも協働しながら、地域社会の生活の向上に貢献するとともに、
としての保育・生活科の学び―地
地域の一員としてのアイデンティティを形成する学びについて考 佐長 健司（大学院学校教育学研究科教授）
域のなかで成長する子どもと保
察する。このような地域貢献とアイデンティティ形成を目標とする
育者・教師―
生活科授業の開発について、講義、及びグループ活動によって
実践的なレベルで明らかにする。
人権と共生を大テーマに、オムニバス形式でします。小テーマは
「性的少数者の人権」「在日外国人の人権」「部落問題の今日的
課題」「インクルーシブ教育と人権教育」です。人権が尊重される 松下 一世（教育学部教授）
社会を築くために、未来志向型、問題解決型の教育について探 吉岡 剛彦（教育学部准教授）
求していきます。講話だけでなく、グループワーク、DVD鑑賞を取
り入れ、それぞれの「気づき」と「行動」を大切にします。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月19日

教諭

小・中教諭

6,000円

70人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505838号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月20日

教諭

幼・小教諭

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505839号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】人権と共生の教育

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

70人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505840号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

2017年改訂された「幼稚園教育要領」においては、「主体的・対
話的学び」であることが重要なポイントとなっている。本講習で
【選択】幼児教育における「主体 は、改訂の背景から幼稚園教育要領について理解をし、幼児教
大元 千種（筑紫女学園大学人間科学部教授、
佐賀県佐賀市
的・対話的な学び」を実践事例か 育における「主体的・対話的な学び」の視点から幼児教育実践を
佐賀大学非常勤講師）
分析し、活動展開のあり方を考える。幼稚園教育要領における重
ら考える
要な指導のポイントとされている「主体的・対話的な学び」の視点
から様々な保育実践を分析し、活動展開のあり方を考える。

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼・小教諭

6,000円

50人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505841号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】知的障害児の心理と支援

知的障害児について心理学的側面からの理解を深めるために、
最新の研究成果から認知・学習・行動等に関する基本的な知見
松山 郁夫（大学院学校教育学研究科教授）
や考え方を解説する。これを踏まえて、発達や学習への支援に
必要な視点や方法に関する理解を深める。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505842号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】新しい資質・能力を育成
する授業と学習評価の開発―現
実的な文脈における対話と協働
の学びを求めて―

今日では、求められる学力は「基礎・基本」と呼ばれる知識・技能
だけではない。現実的な文脈において、他者との対話と協働に
よって、知識・技能を活用して価値ある行為を達成する資質・能
佐長 健司（大学院学校教育学研究科教授）
力が求められている。このような資質・能力について明らかにし、
それらを育成する授業と学習評価の開発について、講義、及びグ
ループ活動によって実践的なレベルで検討する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505843号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】住まいと生活

住まいや住生活に関する知識を深めるための話題提供を行い、
生活をより健康・快適で省エネルギー的にするための住まいのあ
澤島 智明（教育学部教授）
り方や身近な住まい方の工夫について考える。講義、実習また
はフィールドワーク（モデルハウスまたは民家の見学）

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月24日

教諭

中・高教諭（家庭
科）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505844号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】学習指導要領とこれから
の保健学習

学習指導要領の改訂ポイントを概観し、これからの保健学習の
進め方について、講義形式と演習（グループワーク）形式の講習
堤 公一（大学院学校教育学研究科准教授）
を実施する。特に、養護教諭による実践例を踏まえ、「小中連携
栗原 淳（教育学部教授）
教育」の視点から保健学習のあり方や学習内容の系統性につい
てを考える。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月24日

教諭
養護教諭

小・中・高・特支
教諭（保健体
育）、養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505845号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】中学校・高等学校におけ
る古文教材研究のための基礎

古文作品を読み取る際に必要な古典文法と単語の知識を復習す
るとともに、作品を味わう際に必要な文学史や古文常識を確認す
る。短い文章（古文）を読みながら、習得した知識をどのように生 中里 理子（教育学部教授）
かすのかを実践的に考えていく。講義形式を基本とするが、適宜
ペアワークなどを取り入れる。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月26日

教諭

中・高・特支教諭
（国語）

6,000円

40人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505846号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

本講習では、教師が自分自身でメンタルヘルスの向上を図ること
【選択】教師のメンタルヘルス― で、教育活動を適正に保つのに加え、児童・生徒に対するメンタ
セルフチェックとメンテナンスの基 ルヘルス管理の指導・助言ができるよう、児童・生徒の事例や心 若本 純子（教育学部准教授）
礎知識―
理検査等を用いたセルフチェック演習ならびに基礎知識について
の学習を行う。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月26日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505847号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

学習面の問題を抱える知的能力正常な児童生徒について、(1)
自閉スペクトラム症を基盤とする学習困難、(2) 基盤を問わず、認
知能力アンバランスや注意不全による学習困難、の2つの視点に
【選択】学習面の問題を抱える知
久野 建夫（福岡教育大学特別支援教育専攻
基づいて捉え、(1)に対する「自閉症指導の7つ道具」、(2)に対す
的能力正常な児童生徒への支援
科非常勤講師）
る「困り点の抽出と指導」方策を紹介する。学習指導要領特に自
立活動をふまえ、関係機関との連携を含めて述べる。対面授業。
映像資料有。食事摂取の問題も触れる。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月27日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505848号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

学習面の問題を抱える知的能力正常な児童生徒について、(1)
自閉スペクトラム症を基盤とする学習困難、(2) 基盤を問わず、認
知能力アンバランスや注意不全による学習困難、の2つの視点に
【選択】学習面の問題を抱える知
久野 建夫（福岡教育大学特別支援教育専攻
基づいて捉え、(1)に対する「自閉症指導の7つ道具」、(2)に対す
的能力正常な児童生徒への支援
科非常勤講師）
る「困り点の抽出と指導」方策を紹介する。学習指導要領特に自
立活動をふまえ、関係機関との連携を含めて述べる。対面授業。
映像資料有。食事摂取の問題も触れる。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年10月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505849号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/
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対象職種

主な受講対象者

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月29日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505850号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

これからの体育授業や部活動でゴール型（サッカー）の指導にい
かすことができる理論と実技のポイントについて、講義形式と実
【選択】体育授業・部活動指導の 技形式の講習を実施する。午前に開講する理論については、ス 坂元 康成（教育学部教授）
ポーツ心理学の視点から特に運動技能の獲得とモチベーション 山津 幸司（教育学部准教授）
ヒント「ゴール型（サッカー）」
に関する指導の知識を解説する。午後に開講する実技について
は、体育館にて技術練習などを解説する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月29日

教諭

中・高教諭（保健
体育）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505851号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

中学校及び高等学校の歴史授業において、歴史資料の活用は、
生徒の歴史に対する理解を深め、読解力と分析能力を育成する
【選択】世界史授業教材研究－マ うえで重要である。本講習では、イギリス中世の歴史資料として
都築 彰（教育学部教授）
名高いマグナ＝カルタを素材として、作成背景、内容、受容過程
グナ＝カルタを素材として－
等に関する近年の研究動向を紹介することで、教材としての活用
に利する情報を提供する。講習は講義形式で実施する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月30日

教諭

中・高教諭（社会
科・地理歴史科）

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505852号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

教員が学校現場で医療的ケアを実施することを認める法的根拠
が定められたことを受けて実施する講習。個々の教員や学校が
法律上どのように位置づけられたのか、また、各都道府県、特に
久野 建夫（福岡教育大学特別支援教育専攻
【選択】学校現場での医療的ケア 福岡県、福岡市の動き、佐賀県の現状について述べ、定められ
科非常勤講師）
た特定行為(かくたん吸引、注入栄養)及びこれに付随する清潔操
作や心肺蘇生、AED使用などの実技を紹介する。対面授業。映
像資料を用いる。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月31日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

120人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505853号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

日本の伝統発酵食品(日本酒、味噌、醤油、お酢、焼酎など)の歴
史やその製造方法、その原理、健康への効果などを学び、日本
【選択】伝統発酵食品の種類、製 人としての生い立ち、発達の歴史、生活環境等の幅広い知識を
北垣 浩志（農学部教授）
得ることにより、児童・生徒への知識教授に役立てることを目的と
造方法とその機能性
する。また実際のその造り方について実験で体験してもらい、そ
の過程の理解を深める。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年9月1日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505854号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

日本の伝統発酵食品(日本酒、味噌、醤油、お酢、焼酎など)の歴
史やその製造方法、その原理、健康への効果などを学び、日本
【選択】伝統発酵食品の種類、製 人としての生い立ち、発達の歴史、生活環境等の幅広い知識を
北垣 浩志（農学部教授）
得ることにより、児童・生徒への知識教授に役立てることを目的と
造方法とその機能性
する。また実際のその造り方について実験で体験してもらい、そ
の過程の理解を深める。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年9月9日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505855号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】数学に関する教材研究

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年9月1日

教諭

中・高教諭（数
学、情報）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505856号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

英語科教育における発信型の英語コミュニケーション能力の育成
に向けた指導と評価のあり方を検討する授業です。実践を支える
第二言語習得研究を概観し、４技能の総合的育成を促す英語に
【選択】英語コミュニケーション能
よる授業実践や音声指導、単元計画などについての基本的・専
力育成のための単元設計と教材
林 裕子（教育学部准教授）
門的知識を深めていきます。教室英語の活用や、プロソディ（リズ
研究について
ム・アクセント・抑揚など）の指導、逆向き設計による単元計画な
どについて、ワークショップ形式で情報や考えを共有することで学
びを広げ、指導技術の更なる向上を図ります。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年9月15日

教諭

中・高教諭（英
語）

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505857号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】環境の生物学

近年の人為的撹乱による環境の急激な変化は、動植物をはじめ
ヒトさえも住みづらいものにしている。本講義では、1) 土壌微生物
の生態と環境汚染浄化・資源化（担当：染谷）、2) 人工化学物質 染谷 孝（農学部教授）
の水圏・気圏・地圏における環境汚染実態と改善策（担当：上野） 上野 大介（農学部准教授）
について、生物的・化学的視野から解説する。(プロジェクターを
使った講義と簡単な理科実験の実習）

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年9月29日

教諭

中・高・特支教諭
（理科・農業）

6,000円

50人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505858号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

講義。実習を含む。
【選択】発達に気がかりのある子 発達に気がかりのある子どもたちに対して、診断の有無にかか
どもへの理解と関わり
わらず、今必要とされるかかわりを始めることができるような、理
解の仕方と基本的態度を学ぶ。

6時間 平成30年11月10日

教諭
養護教諭

幼・小・中・特支
教諭、養護教諭

6,000円

60人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505859号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

教員の資質能力向上を目的として、文科省が推薦しているフィー
ルド活動（植物観察）として園児・児童・生徒を引率する際の注意
事項を学ぶ。
【選択】身近な植物観察と安全な
午前中は、室内で生物観察のポイントと最近登場した外来危険 宮脇 博巳（教育学部教授）
フィールド活動実践
動物などを学習した後に、キャンパス内で安全に配慮した植物観
察を実践する。午後は、マイクロバスで有明海の塩生植物を実際
に観察する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年11月18日

教諭

幼・小・中教諭
（理科）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505860号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

スポーツを指導する際には「なぜそう動くのか」「そのトレーニング
【選択】部活動・体育指導者として の意味は？」といったことを生徒に理解させた上で取り組まれせ
知っておきたい「動きのコツ」（野 ることが望ましい。本講習では筋の特性や力学法則を用いて「よ 井上 伸一（教育学部教授）
球の動作を中心に）
い動き」について考察する。野球の動きの例示を主とするが、受
講者の専門種目に応じて講習を進める。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年11月18日

教諭

小・中・高・特支
教諭（保健体育）

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505861号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

講習の名称

講習の概要

担当講師

佐賀大学

【選択】教育・保育実践に役立つ
心理学―子ども理解とかかわり
のキホン，再学習してみません
か？―

発達心理学や臨床心理学は，学校教育・幼児教育・保育に有益
な知見を数多く有しているにもかかわらず，現場においてはまだ
まだ十分に浸透しているとは言えず，さらなる活用の余地があ
る。そこで本講習では，教師の間で誤解されていることが多い， 若本 純子（教育学部准教授）
発達障害，共感，愛着に関して，最新の知見を交えながら，事例
検討・演習を通して体験的に学んでいただくことをねらいとしてい
る。

佐賀大学

中学数学および高校数学にそれぞれ題材を取る。前者はピタゴ
ラスの定理と作図問題に関係した問題、後者は楕円に関係した
問題である。教育の場に役立つ実践的な内容にしたい。これが
数学の最新情報に関する授業の中身である。

前田 定廣（工学系研究科教授）

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

開設者名

山口 玲子（佐賀県総合福祉センター特別心理
佐賀県佐賀市
判定員）
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受講人数

電話番号
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開設者名

佐賀大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

小学校の教科書に掲載されている「はなのみち」「スイミー」「お手
紙」「ちいちゃんのかげおくり」「ごんぎつね」「大造じいさんとガン」
「やまなし」「海の命」などの中から複数の作品を選び，その解釈
達富 洋二（教育学部教授）
【選択】小学校国語科作品を読む
や分析の方法について，語彙，音声，文法，作家論，挿絵などを
キーワードとして，講義形態で検討します（予定している教材は変
更することがあります）。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年12月9日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505862号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年12月16日

教諭
栄養教諭

小・中・高教諭、
栄養教諭

6,000円

40人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505863号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択】脂質の栄養を学ぶ

児童・生徒に対して食生活に関する助言・指導を行う際に、「栄
養」についての正しい知識がないと、間違った対応をしかねませ
ん。そこで特に、タンパク質・炭水化物と並ぶ3大栄養素の一つで
永尾 晃治（農学部教授）
ある「脂質の栄養」について、生体内での役割や健康・疾病状態
におよぼす影響など、最新の「日本人の食事摂取基準」の解説も
併せて講義形式で学びます。

佐賀大学

【選択】中学校国語科単元を創る

中学校国語科の単元づくりの具体的な方法について，教科書の
作品を扱い，単元の目標，評価，学習材，学習の計画，学習のモ
達富 洋二（教育学部教授）
デル，グループ学習，発問，学習プリント，ノート，発表会，ふりか
えり，などをキーワードとして，演習形式で検討します。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年12月16日

教諭

中学校教諭（国
語）

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079505864号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

【選択】組織と戦略の経営学

まずは企業（起業）の起源について，経営管理論の古典中の古
典と呼ばれるマックス・ウェーバーの考え方を交えながら説明す
る。
王 鏡凱（学術研究院法文教育学域法文学系
次は組織の経営学について，「高い報酬は逆効果」「働くことの意
准教授）
味」「イケア効果」の３つのトピックスを中心に説明する。
最後は戦略の経営学について，経営戦略論の系統を中心に説
明する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年6月2日

教諭

高等学校（商業）
教諭

6,000円

45人

平成30年4月17日～
平成30年5月12日

平30-10084504255号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】現代社会と法

本講習は、現代社会が抱える諸問題について家族法と多文化共
生の観点から検討を加える。第１部では、日本社会で加速度的
に進む多文化化の現状を踏まえた上で、鹿児島の多文化共生に
向けた取り組みや課題を理解する。なお、講習はグループワーク
等を通じて進める。第２部では、近年の新聞報道等で大きく取り
上げられた民事裁判を素材として、個々の事件に含まれる家族
法上の諸問題の分析を通じて、現代社会における法の機能を理
解する。

酒井 佑輔（学術研究院法文教育学域法文学
系講師）
阿部 純一（学術研究院法文教育学域法文学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年6月30日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（公民）
教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年6月9日

平30-10084504256号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

マネジメント理論の発展を検討し、現代企業社会に必要とされて
いる組織像、人材像を描き出す。この理解をゴールとしたときの
学生教育のあり方に関連して、研究室所属学生を巻き込んだ自
大前 慶和（学術研究院法文教育学域法文学
【選択】マネジメント理論から見る
身の環境プロジェクトを紹介する。続いて、エクセレントカンパ
系教授）
人材育成の方向性
ニーとしてディズニーを取り上げ、マネジメント手法およびホスピタ
リティーについて理解する。修学旅行の事前学習だけではなく、
学生との関係性構築などにも応用できる内容とする。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月21日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

35人

平成30年4月17日～
平成30年6月30日

平30-10084504257号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

マネジメント理論の発展を検討し、現代企業社会に必要とされて
いる組織像、人材像を描き出す。この理解をゴールとしたときの
学生教育のあり方に関連して、研究室所属学生を巻き込んだ自
【選択】マネジメント理論から見る
大前 慶和（学術研究院法文教育学域法文学
身の環境プロジェクトを紹介する。続いて、エクセレントカンパ
人材育成の方向性
系教授）
ニーとしてディズニーを取り上げ、マネジメント手法およびホスピタ
リティーについて理解する。修学旅行の事前学習だけではなく、
学生との関係性構築などにも応用できる内容とする。

鹿児島県奄美
市

6時間 平成30年7月27日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

15人

平成30年4月17日～
平成30年7月6日

平30-10084504258号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

マネジメント理論の発展を検討し、現代企業社会に必要とされて
いる組織像、人材像を描き出す。この理解をゴールとしたときの
学生教育のあり方に関連して、研究室所属学生を巻き込んだ自
【選択】マネジメント理論から見る
大前 慶和（学術研究院法文教育学域法文学
身の環境プロジェクトを紹介する。続いて、エクセレントカンパ
人材育成の方向性
系教授）
ニーとしてディズニーを取り上げ、マネジメント手法およびホスピタ
リティーについて理解する。修学旅行の事前学習だけではなく、
学生との関係性構築などにも応用できる内容とする。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年9月29日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

35人

平成30年4月17日～
平成30年9月8日

平30-10084504259号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

本講習では、東洋史と西洋史に関する近年の研究成果について
紹介・解説する。東洋史学の講習では、古代中国史研究におけ 藤内 哲也（学術研究院法文教育学域法文学
【選択】歴史研究の現在：東洋史 る研究状況について、最新の動向を踏まえつつ、いくつかのテー 系教授）
と西洋史の事例から
マに絞って紹介する。西洋史学では、ヨーロッパ中近世史を中心 福永 善隆（学術研究院法文教育学域法文学
として、近年研究が盛んな分野について紹介したうえで、マイノリ 系准教授）
ティに関する絵画資料を使った授業の一例を紹介する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月28日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（地歴）
教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月7日

平30-10084504260号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】アメリカ文学

19世紀後半のアメリカ合衆国の時代背景や社会の変容に触れな
がら、リアリズム作家であるマーク・トゥエイン、ヘンリー・ジェイム
ズ、ケイト・ショパン等の文学の特質について述べる。それによっ 竹内 勝徳（学術研究院法文教育学域法文学
てアメリカ小説で用いられる英語の特徴や同時代の文化や社会 系教授）
との関連を学んでもらう。講義の中では、小説作品の原文やそれ
らを原作とした映画作品を鑑賞する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月3日

教諭

中学校(英語)・高
等学校(英語）教
諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月13日

平30-10084504261号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

日本近代文学の作品のうち、中学校・高等学校の教科書に掲載
されることの多い作品を取りあげ、その作品を取りまく文献（初出
紙誌・単行本・典拠など）を国語の授業に活用することができるか
【選択】現代文教育における文献
多田 蔵人（学術研究院法文教育学域法文学
どうか、できるとすればどのような活用のしかたがありうるか、を
の役割
系准教授）
検討する。教材研究に際して、解釈や知識に文献的方法を取り
込むことを目指す。具体的には森鴎外・芥川龍之介・夏目漱石・
太宰治などの諸作を扱う。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月3日

教諭

中学校（国語）・
高等学校（国語）
教諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年7月13日

平30-10084504262号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月9日

教諭

中学校（国語）・
高等学校（国語）
教諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年7月19日

平30-10084504263号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

6時間 平成30年6月2日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月12日

平30-10084504264号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

6時間 平成30年6月3日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月13日

平30-10084504265号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年6月24日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年6月3日

平30-10084504266号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

【選択】幼児理解の心理

本講習では，幼児期の特徴を発達心理学の観点から概説し，子
どもの発達を支援するための保育者の役割について考察する。
その後，子ども理解に基づいた保育実践について事例検討とグ 島 義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
ループ・ディスカッションを行い，子ども理解の深化，保育の改善 准教授）
を目指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養護教諭も受講で
きるが，幼稚園教諭を主たる対象とした内容で構成されている。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年6月2日

教諭
養護教諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年5月12日

平30-10084504267号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】幼児理解の心理

本講習では，幼児期の特徴を発達心理学の観点から概説し，子
どもの発達を支援するための保育者の役割について考察する。
その後，子ども理解に基づいた保育実践について事例検討とグ 島 義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
ループ・ディスカッションを行い，子ども理解の深化，保育の改善 准教授）
を目指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養護教諭も受講で
きるが，幼稚園教諭を主たる対象とした内容で構成されている。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月24日

教諭
養護教諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年8月3日

平30-10084504268号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】幼児理解の心理

本講習では，幼児期の特徴を発達心理学の観点から概説し，子
どもの発達を支援するための保育者の役割について考察する。
その後，子ども理解に基づいた保育実践について事例検討とグ 島 義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
ループ・ディスカッションを行い，子ども理解の深化，保育の改善 准教授）
を目指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養護教諭も受講で
きるが，幼稚園教諭を主たる対象とした内容で構成されている。

鹿児島県奄美
市

6時間 平成30年10月20日

教諭
養護教諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年9月29日

平30-10084504269号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

本講習では，乳幼児期の社会性の発達を心理学の観点から概
説する。講習を通して子どもの発達理解の視点を整理し，社会性
の発達を支える保育者の役割についての理解を深めることを目 島 義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
【選択】乳幼児期の社会性の発達
指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養護教諭も受講できる 准教授）
が，『幼稚園教育要領』の領域「人間関係」の一部に対応したもの
であり，幼稚園教諭を主たる対象とした内容で構成されている。

鹿児島県奄美
市

6時間 平成30年10月21日

幼稚園・小学校・
特別支援学校・
教諭
幼保連携型認定
養護教諭
こども園教諭、養
護教諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年9月30日

平30-10084504270号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

本講習では，乳幼児期の社会性の発達を心理学の観点から概
説する。講習を通して子どもの発達理解の視点を整理し，社会性
の発達を支える保育者の役割についての理解を深めることを目 島 義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
【選択】乳幼児期の社会性の発達
指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養護教諭も受講できる 准教授）
が，『幼稚園教育要領』の領域「人間関係」の一部に対応したもの
であり，幼稚園教諭を主たる対象とした内容で構成されている。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年11月3日

幼稚園・小学校・
特別支援学校・
教諭
幼保連携型認定
養護教諭
こども園教諭、養
護教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年10月13日

平30-10084504271号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】乳幼児期の社会性の発達

本講習では，乳幼児期の社会性の発達を心理学の観点から概
説する。講習を通して子どもの発達理解の視点を整理し，社会性
の発達を支える保育者の役割についての理解を深めることを目 島 義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養護教諭も受講できる 准教授）
が，『幼稚園教育要領』の領域「人間関係」の一部に対応したもの
であり，幼稚園教諭を主たる対象とした内容で構成されている。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年11月25日

幼稚園・小学校・
特別支援学校・
教諭
幼保連携型認定
養護教諭
こども園教諭、養
護教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年11月4日

平30-10084504272号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】「生きる力」を育むこれか
らの学校教育

「生きる力」を育むこれからの学校教育はどうあったらよいのか、
実践的な講習をします。たのしい授業やたのしい生活指導の実
際を多数例示して、子どもたちの意欲や自信を育てる教育のあり 内沢 達（元鹿児島大学教育学部教授）
方を考えていきます。成熟した時代や社会における教職の意義
についても深めます。

鹿児島県鹿児
島市

平成30年6月2日～
12時間
平成30年6月3日

160人

平成30年4月17日～
平成30年5月12日

平30-10084504273号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】「生きる力」を育むこれか
らの学校教育

「生きる力」を育むこれからの学校教育はどうあったらよいのか、
実践的な講習をします。たのしい授業やたのしい生活指導の実
際を多数例示して、子どもたちの意欲や自信を育てる教育のあり 内沢 達（元鹿児島大学教育学部教授）
方を考えていきます。成熟した時代や社会における教職の意義
についても深めます。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

160人

平成30年4月17日～
平成30年6月23日

平30-10084504274号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

講習の概要

担当講師

講習の開催地

鹿児島大学

日本近代文学の作品のうち、中学校・高等学校の教科書に掲載
されることの多い作品を取りあげ、その作品を取りまく文献（初出
紙誌・単行本・典拠など）を国語の授業に活用することができるか
多田 蔵人（学術研究院法文教育学域法文学
【選択】現代文教育における文献
どうか、できるとすればどのような活用のしかたがありうるか、を
系准教授）
の役割
検討する。教材研究に際して、解釈や知識に文献的方法を取り
込むことを目指す。具体的には森鴎外・芥川龍之介・夏目漱石・
太宰治などの諸作を扱う。

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島大学

障害のある児童生徒への指導技術を身につけていくことは、特
別支援教育にかかわる上で非常に重要なこととなる。本講では、
肥後 祥治（学術研究院法文教育学域教育学
【選択】特別支援教育の指導技術 指導技術として有効性が確認されている応用行動分析につい
て、基礎から簡単な指導のプログラムの作成までを演習を交えな 系教授）
の基礎としての行動分析
がら学ぶ。また本講の内容は、自立活動の指導やその計画の作
成とも深い関連を持っている。

鹿児島県奄美
市

鹿児島大学

【選択】障害の理解と障害学

特別支援教育の推進においては、教師の「障害の理解」が重要
であることは一般によく理解されている。しかし、障害の特性の理
解や診断の際に重要となる情報や項目に関する知識が教師に 肥後 祥治（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
とって必要な「障害の理解」につながるのであろうか。本講義で
は、障害学という立場を紹介しながら「障害の理解」について演
習等を踏まえながら考えていく。

鹿児島県奄美
市

【選択】障害の理解と障害学

特別支援教育の推進においては、教師の「障害の理解」が重要
であることは一般によく理解されている。しかし、障害の特性の理
解や診断の際に重要となる情報や項目に関する知識が教師に 肥後 祥治（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
とって必要な「障害の理解」につながるのであろうか。本講義で
は、障害学という立場を紹介しながら「障害の理解」について演
習等を踏まえながら考えていく。

鹿児島大学

鹿児島大学
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平成30年7月14日～
平成30年7月15日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
12,000円
養護教諭 校･幼保連携型認
定こども園教諭、
養護教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
12,000円
養護教諭 校･幼保連携型認
定こども園教諭、
養護教諭

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

鹿児島大学

【選択】「生きる力」を育むこれか
らの学校教育

「生きる力」を育むこれからの学校教育はどうあったらよいのか、
実践的な講習をします。たのしい授業やたのしい生活指導の実
際を多数例示して、子どもたちの意欲や自信を育てる教育のあり 内沢 達（元鹿児島大学教育学部教授）
方を考えていきます。成熟した時代や社会における教職の意義
についても深めます。

鹿児島大学

【選択】「生きる力」を育むこれか
らの学校教育

「生きる力」を育むこれからの学校教育はどうあったらよいのか、
実践的な講習をします。たのしい授業やたのしい生活指導の実
際を多数例示して、子どもたちの意欲や自信を育てる教育のあり 内沢 達（元鹿児島大学教育学部教授）
方を考えていきます。成熟した時代や社会における教職の意義
についても深めます。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成30年8月30日～
平成30年8月31日

鹿児島大学

【選択】「生きる力」を育むこれか
らの学校教育

「生きる力」を育むこれからの学校教育はどうあったらよいのか、
実践的な講習をします。たのしい授業やたのしい生活指導の実
際を多数例示して、子どもたちの意欲や自信を育てる教育のあり 内沢 達（元鹿児島大学教育学部教授）
方を考えていきます。成熟した時代や社会における教職の意義
についても深めます。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成30年11月24日～
平成30年11月25日

鹿児島大学

【選択】小学校理科基礎実験

小学校の理科授業で観察・実験を指導する上で必要となる、指導
内容に即した観察・実験に関する基礎的な知識と技能を修得す
ることを目指す。具体的な内容として、エネルギー領域の「電気の
利用」やものづくり、粒子領域の「もののとけ方」「ものの燃え
方」、生命領域の「身近な自然の観察」、地球領域の「岩石の成り
立ち」「岩石の区別」を中心に取り扱い、講義と演習を組み合わ
せた形式で講習を行う予定である。

鹿児島大学

【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩技法
や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物または人物 桶田 洋明（学術研究院法文教育学域教育学
をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレヨンなど他の描 系准教授）
画材を併用した表現技法についても確認する。

鹿児島大学

【選択】水彩画の制作

鹿児島大学

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成30年8月25日～
平成30年8月26日

内ノ倉 真吾（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
錦織 寿（学術研究院法文教育学域教育学系
鹿児島県鹿児
准教授）
川西 基博（学術研究院法文教育学域教育学 島市
系准教授）
松井 智彰（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

対象職種

主な受講対象者

受講料

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
12,000円
養護教諭 校･幼保連携型認
定こども園教諭、
養護教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
12,000円
養護教諭 校･幼保連携型認
定こども園教諭、
養護教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
12,000円
養護教諭 校･幼保連携型認
定こども園教諭、
養護教諭

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

160人

平成30年4月17日～
平成30年8月4日

平30-10084504275号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

160人

平成30年4月17日～
平成30年8月9日

平30-10084504276号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

160人

平成30年4月17日～
平成30年11月3日

平30-10084504277号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

6時間 平成30年6月16日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年5月26日

平30-10084504278号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年6月16日

教諭

小学校・中学校
（美術）教諭

6,000円

12人

平成30年4月17日～
平成30年5月26日

平30-10084504279号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩技法
や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物または人物 桶田 洋明（学術研究院法文教育学域教育学
をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレヨンなど他の描 系准教授）
画材を併用した表現技法についても確認する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校・中学校
（美術）教諭

6,000円

12人

平成30年4月17日～
平成30年7月18日

平30-10084504280号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩技法
や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物または人物 桶田 洋明（学術研究院法文教育学域教育学
をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレヨンなど他の描 系准教授）
画材を併用した表現技法についても確認する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校・中学校
（美術）教諭

6,000円

12人

平成30年4月17日～
平成30年8月1日

平30-10084504281号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】クロッキーとデッサン

絵画表現に必要な造形要素と、クロッキー・スケッチ・デッサンの
相違点と描画法について解説する。静物または人物モチーフの
鉛筆スケッチ・クロッキーおよび木炭デッサンを行うことで、絵画
教育に必要な指導法を確認する。

桶田 洋明（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25日

教諭

中学校（美術）・
高等学校（美術）
教諭

6,000円

15人

平成30年4月17日～
平成30年7月4日

平30-10084504282号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】小学校国語科における
「書くこと」の指導法

現行学習指導要領における「書くこと」の言語活動例を踏まえ、そ
の学習指導上のポイントについて、理論的な整理を行う。また、
各小学校が長期休業中の課題として設定することが多い「生活
原田 義則（学術研究院法文教育学域教育学
文」を取り上げ、大村はま氏の実践例を参考にしながら、今後の
系准教授）
指導上の工夫や改善点について考察を行う。なお、小学校の事
例を多く扱うため、主な受講対象者は小学校教諭とするが、中学
校国語科教諭も受講可能。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年6月16日

教諭

小学校・中学校
（国語）教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年5月26日

平30-10084504283号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】小学校国語科における
「書くこと」の指導法

現行学習指導要領における「書くこと」の言語活動例を踏まえ、そ
の学習指導上のポイントについて、理論的な整理を行う。また、
各小学校が長期休業中の課題として設定することが多い「生活
原田 義則（学術研究院法文教育学域教育学
文」を取り上げ、大村はま氏の実践例を参考にしながら、今後の
系准教授）
指導上の工夫や改善点について考察を行う。なお、小学校の事
例を多く扱うため、主な受講対象者は小学校教諭とするが、中学
校国語科教諭も受講可能。

鹿児島県奄美
市

6時間 平成30年6月30日

教諭

小学校・中学校
（国語）教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年6月9日

平30-10084504284号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

0歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期において
基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係から何を
学びとっているのか，母子関係とカウンセリングの類似点，幼児
假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
期の発達の姿，感性の育み，言葉と思考，食事とトイレトレーニン
学系教授）
グと自立性，整理整頓，叱り方について解説する。また対象関係
論を土台にして乳幼児期における親からの愛情がどのようなメカ
ニズムで人格の安定をもたらすのかを解説する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年6月16日

教諭
養護教諭

幼稚園・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年5月26日

平30-10084504285号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

0歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期において
基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係から何を
学びとっているのか，母子関係とカウンセリングの類似点，幼児
假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
期の発達の姿，感性の育み，言葉と思考，食事とトイレトレーニン
学系教授）
グと自立性，整理整頓，叱り方について解説する。また対象関係
論を土台にして乳幼児期における親からの愛情がどのようなメカ
ニズムで人格の安定をもたらすのかを解説する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月2日

教諭
養護教諭

幼稚園・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月12日

平30-10084504286号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

0歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期において
基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係から何を
学びとっているのか，母子関係とカウンセリングの類似点，幼児
假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
期の発達の姿，感性の育み，言葉と思考，食事とトイレトレーニン
学系教授）
グと自立性，整理整頓，叱り方について解説する。また対象関係
論を土台にして乳幼児期における親からの愛情がどのようなメカ
ニズムで人格の安定をもたらすのかを解説する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月17日

教諭
養護教諭

幼稚園・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月27日

平30-10084504287号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

鹿児島大学
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

鹿児島大学

【選択】学校カウンセリングへの
招待

鹿児島大学

【選択】学校カウンセリングへの
招待

学校カウンセリングの進め方についての基本的な用語，技法に
ついて紹介する。具体的内容は，カウンセリングのねらい，共感
假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
の方法，受容のありかた，カウンセリングでどこをみるか，カウン
学系教授）
セリングの効果はどこにあるのか，身体症状，トラウマ，認知行
動療法の考え方，などについて講義する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月9日

鹿児島大学

【選択】学校カウンセリングへの
招待

学校カウンセリングの進め方についての基本的な用語，技法に
ついて紹介する。具体的内容は，カウンセリングのねらい，共感
假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
の方法，受容のありかた，カウンセリングでどこをみるか，カウン
学系教授）
セリングの効果はどこにあるのか，身体症状，トラウマ，認知行
動療法の考え方，などについて講義する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月29日

鹿児島大学

主に小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の内
容である。
快体験と不快体験，けじめ感覚，現実のルール，秩序感覚，中心
【選択】児童（小学校）期における 性の感覚，抽象的な原理・原則を考える力，優勝劣敗への抵抗 假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
力，コミュニケーションスキル，自己効力感，自己肯定感，学習意 学系教授）
子どもの人格・情緒発達
欲である。また低学年における行動形成と型の指導，規範意識，
道徳教育の必要性について解説する。さらに高学年の対応のあ
り方についても言及する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月3日

教諭
養護教諭

鹿児島大学

主に小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の内
容である。
快体験と不快体験，けじめ感覚，現実のルール，秩序感覚，中心
【選択】児童（小学校）期における 性の感覚，抽象的な原理・原則を考える力，優勝劣敗への抵抗 假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
力，コミュニケーションスキル，自己効力感，自己肯定感，学習意 学系教授）
子どもの人格・情緒発達
欲である。また低学年における行動形成と型の指導，規範意識，
道徳教育の必要性について解説する。さらに高学年の対応のあ
り方についても言及する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教諭

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年6月30日

鹿児島大学

ていく。具体的には中学生と高校生の心理面の特徴，教師や親
假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
【選択】思春期から青年期にかけ
の立場からの接し方，家族のあり方について考察する。またこの
学系教授）
ての生徒の人格，情緒発達
時期の学級集団への対応のあり方，および進路を考えるうえで
のアイデンティティ形成の問題について考察する。

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

100人

平成30年4月17日～
平成30年6月9日

平30-10084504288号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月19日

平30-10084504289号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年8月8日

平30-10084504290号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

小学校教諭、養
護教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月13日

平30-10084504291号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

小学校教諭、養
護教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月30日

平30-10084504292号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

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
教諭
養護教諭 校･幼保連携型認
定こども園教諭、
養護教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月18日

平30-10084504293号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島県鹿児
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
教諭
養護教諭 校･幼保連携型認
定こども園教諭、
養護教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年8月6日

平30-10084504294号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

思春期から青年期にかけての人格面，情緒面の特徴についてみ
鹿児島大学

受講料

6,000円

思春期から青年期にかけての人格面，情緒面の特徴についてみ
ていく。具体的には中学生と高校生の心理面の特徴，教師や親
假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
【選択】思春期から青年期にかけ
の立場からの接し方，家族のあり方について考察する。またこの
学系教授）
ての生徒の人格，情緒発達
時期の学級集団への対応のあり方，および進路を考えるうえで
のアイデンティティ形成の問題について考察する。

主な受講対象者

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校･幼保連携型認
定こども園教諭、
養護教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校･幼保連携型認
定こども園教諭、
養護教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校･幼保連携型認
定こども園教諭、
養護教諭

学校カウンセリングの進め方についての基本的な用語，技法に
ついて紹介する。具体的内容は，カウンセリングのねらい，共感
假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
の方法，受容のありかた，カウンセリングでどこをみるか，カウン
学系教授）
セリングの効果はどこにあるのか，身体症状，トラウマ，認知行
動療法の考え方，などについて講義する。

鹿児島大学

【選択】学びとは何か，学習の成
立条件を考える

学びとは何か、理解とは何か、という問題について考えていく。さ
らに人間の学習が成立するために必要な条件について考察す
假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
る。そして何のために学習（勉強）することが必要なのか、という
学系教授）
問題について考える。こうした考察のなかで勉強することの意味
について、教師の立場から生徒に語る言葉をみつけていく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月20日

平30-10084504295号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】学びとは何か，学習の成
立条件を考える

学びとは何か、理解とは何か、という問題について考えていく。さ
らに人間の学習が成立するために必要な条件について考察す
假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
る。そして何のために学習（勉強）することが必要なのか、という
学系教授）
問題について考える。こうした考察のなかで勉強することの意味
について、教師の立場から生徒に語る言葉をみつけていく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月28日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年8月7日

平30-10084504296号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】幼児理解の方法

本講習では、エピソードやストーリー記述に基づく幼児理解の方
法について取り上げる。事例を通したディスカッションに重きを置
くため、講習を前半(3時間)と後半(3時間)の両日に分ける。まず
下木戸 隆司（学術研究院法文教育学域教育
前半で幼児の心理学的特徴、幼児理解の方法について概説す
学系准教授）
る。2、3週間の実践観察期間を挾み、後半では、受講者が持ち
寄った事例検討とディスカッションを行い、幼児を肯定的にとらえ
る視点と方法について理解を深めていく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校・
幼保連携型認定
こども園教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年6月9日

平30-10084504297号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具体的
な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を通して、指 小江 和樹（学術研究院法文教育学域教育学
導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材解釈力を習得す 系教授）
る。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月7日

教諭

幼稚園･幼保連携
型認定こども園
教諭

6,000円

16人

平成30年4月17日～
平成30年6月16日

平30-10084504298号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具体的
な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を通して、指 小江 和樹（学術研究院法文教育学域教育学
導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材解釈力を習得す 系教授）
る。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月21日

教諭

幼稚園･幼保連携
型認定こども園
教諭

6,000円

16人

平成30年4月17日～
平成30年6月30日

平30-10084504299号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具体的
な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を通して、指 小江 和樹（学術研究院法文教育学域教育学
導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材解釈力を習得す 系教授）
る。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼稚園･幼保連携
型認定こども園
教諭

6,000円

16人

平成30年4月17日～
平成30年7月12日

平30-10084504300号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具体的
な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を通して、指 小江 和樹（学術研究院法文教育学域教育学
導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材解釈力を習得す 系教授）
る。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園･幼保連携
型認定こども園
教諭

6,000円

16人

平成30年4月17日～
平成30年7月13日

平30-10084504301号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/
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主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年8月29日

教諭

幼稚園･幼保連携
型認定こども園
教諭

6,000円

16人

平成30年4月17日～
平成30年8月8日

平30-10084504302号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具体的
な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を通して、指 小江 和樹（学術研究院法文教育学域教育学
導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材解釈力を習得す 系教授）
る。

鹿児島大学

【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具体的
な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を通して、指 小江 和樹（学術研究院法文教育学域教育学
導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材解釈力を習得す 系教授）
る。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月30日

教諭

幼稚園･幼保連携
型認定こども園
教諭

6,000円

16人

平成30年4月17日～
平成30年8月9日

平30-10084504303号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具体的
な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を通して、指 小江 和樹（学術研究院法文教育学域教育学
導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材解釈力を習得す 系教授）
る。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月6日

教諭

幼稚園･幼保連携
型認定こども園
教諭

6,000円

16人

平成30年4月17日～
平成30年9月15日

平30-10084504304号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】図画工作科教育法

図画工作科の表現領域における内容とその指導方法について、
具体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を通 小江 和樹（学術研究院法文教育学域教育学
して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材解釈力を 系教授）
習得する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月30日

教諭

小学校教諭

6,000円

16人

平成30年4月17日～
平成30年8月9日

平30-10084504305号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】授業にいかす体育・ス
ポーツ科学の知見

現在、教科体育には、子どもの体力低下や身体知の獲得など、
数多くの課題が存在します。したがって、体育授業を担当する教
師は、授業づくりの再考が求められていると言っても過言ではあ
りません。本講習では、講師陣が各専門分野の視点から、これか
らの教科体育に要求される課題に向き合うための留意点を、授
業設計、授業実践、授業評価の各段階において論じたいと考え
ます。

武隈 晃（学術研究院法文教育学域教育学系
教授）
宮脇 千恵美（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）
與儀 幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

教諭

小学校・中学校
（保健体育）・高
等学校（保健体
育）教諭

12,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年6月30日

平30-10084504306号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】授業に活かす体力科学
（小学校）

小学生の体力・運動能力について、時代差や地域差、個人差の
存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの「差」を発
生させる要因について、社会環境や生活環境といった児童を取り 與儀 幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
巻く環境の相違や変化から概説を行う。そのうえで、体力の向上 系講師)
を図っていくための授業及び学校行事等への取り組みについて
検討して、実践に活かす方法を探求する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月28日

教諭
養護教諭

小学校教諭、養
護教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月7日

平30-10084504307号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】授業に活かす体力科学
（小学校）

小学生の体力・運動能力について、時代差や地域差、個人差の
存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの「差」を発
生させる要因について、社会環境や生活環境といった児童を取り 與儀 幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
巻く環境の相違や変化から概説を行う。そのうえで、体力の向上 系講師)
を図っていくための授業及び学校行事等への取り組みについて
検討して、実践に活かす方法を探求する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月6日

教諭
養護教諭

小学校教諭、養
護教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月16日

平30-10084504308号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】授業に活かす体力科学
（中学校・高等学校）

中学生・高校生の体力・運動能力について、時代差や地域差、個
人差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境といった 與儀 幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
生徒を取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。そのうえで、 系講師)
体力の向上を図っていくための授業及び運動部活動等への取り
組みについて検討して、実践に活かす方法を探求する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月29日

教諭

中学校（保健体
育）・高等学校
（保健体育）教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月8日

平30-10084504309号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】授業に活かす体力科学
（中学校・高等学校）

中学生・高校生の体力・運動能力について、時代差や地域差、個
人差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境といった 與儀 幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
生徒を取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。そのうえで、 系講師)
体力の向上を図っていくための授業及び運動部活動等への取り
組みについて検討して、実践に活かす方法を探求する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校（保健体
育）・高等学校
（保健体育）教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年8月1日

平30-10084504310号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】授業に活かす体力科学
（幼稚園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人差の
存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの「差」を発
生させる要因について、社会環境や生活環境といった児童を取り 與儀 幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
巻く環境の相違や変化から概説を行う。そのうえで、体力の向上 系講師)
を図っていくための取り組みについて検討して、実践に活かす方
法を探求する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年11月11日

教諭

幼稚園･幼保連携
型認定こども園
教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年10月21日

平30-10084504311号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】授業に活かす体力科学
（幼稚園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人差の
存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの「差」を発
生させる要因について、社会環境や生活環境といった児童を取り 與儀 幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
巻く環境の相違や変化から概説を行う。そのうえで、体力の向上 系講師)
を図っていくための取り組みについて検討して、実践に活かす方
法を探求する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年12月1日

教諭

幼稚園･幼保連携
型認定こども園
教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年11月10日

平30-10084504312号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

武道必修化以降の柔道授業における現状と課題について概説を
行う。また、参加者のこれまでの指導実践における課題を共有
【選択】柔道授業における学習指 し、学習指導要領に示された技能の指導における安全性の確保 與儀 幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
導法
と種目特性を味わうカリキュラムについて演習を通して理解を深 系講師)
める。具体的には、講義の他に、基本動作・足技・手技・腰技・抑
え技の実技を実施する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月29日

教諭

中学校（保健体
育）・高等学校
（保健体育）教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年8月8日

平30-10084504313号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

武道必修化以降の柔道授業における現状と課題について概説を
行う。また、参加者のこれまでの指導実践における課題を共有
【選択】柔道授業における学習指 し、学習指導要領に示された技能の指導における安全性の確保 與儀 幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
導法
と種目特性を味わうカリキュラムについて演習を通して理解を深 系講師)
める。具体的には、講義の他に、基本動作・足技・手技・腰技・抑
え技の実技を実施する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年9月15日

教諭

中学校（保健体
育）・高等学校
（保健体育）教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年8月25日

平30-10084504314号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島県鹿児
島市

12時間
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平成30年7月21日～
平成30年7月22日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
認定番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月21日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年6月30日

平30-10084504315号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

不登校は，その背景や行動について，その本人と関わる機会が
少なくなるため，理解することが難しいとされる。そのため，教師
にとって戸惑う課題の一つであると言えよう。本講習では，不登
有倉 巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
【選択】不登校に関する基本的な
校について，本人の感情や行動面に注目をし，その理解につい
系教授）
理解と支援
て，いくつかの視点からの解説を行う。また，支援のあり方につい
ては，事例を取り上げながら，検討できる機会を設けていきたい
と考える。

鹿児島県奄美
市

6時間 平成30年8月17日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年7月27日

平30-10084504316号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

養護教諭教育学会、学校保健学会でも話題となっていた低年齢
層女子に対する子宮頸がん予防ワクチンを取り上げ、若者の性 石走 知子（学術研究院総合科学域総合教育
【選択】青少年の性行動に関する 行動との関連と将来を見据えた健康増進教育に関する話題を前 学系准教授）
半で提供する。後半では、携帯電話等のパーソナルメディアを介 有倉 巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
理解と支援
した若者の性行動に関する話題を取り上げ、その理解と指導支 系教授）
援のあり方について情報を提供する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月20日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年9月29日

平30-10084504317号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】音楽科教育方法（初等
編）・小学校教材伴奏法

「音楽科教育方法（初等編）」では、新学習指導要領の表現領域
「音楽づくり」を中心に考察する。講習では、実際の指導法につい
て音遊びや音を探す活動、音を音楽へと構成する活動などを通し
て、音楽をつくる過程を体験的に学習する。「小学校教材伴奏法」
では、伴奏法の基本を学習し、実際の小学校教材の伴奏法につ
いて様々な方法を紹介した上で、実際にピアノでの伴奏を実践す
る。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月28日

教諭

小学校教諭

6,000円

25人

平成30年4月17日～
平成30年7月7日

平30-10084504318号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

【選択】テレビ会議等を用いた遠
隔教育の進め方

本講座では，人口減少社会での教育課題の解決を踏まえつつ，
テレビ会議やeラーニング等を活用した遠隔授業における指導法
改善の研修を深めていく。まず，テレビ会議等のICTの特性を知
り，学校間での合同学習や専門機関との共同学習などの好事例
山本 朋弘（学術研究院法文教育学域教育学
を紹介し、より効果的な活用場面を検討する。さらに，離島や山
系准教授）
間地域での小規模校での課題解決に向けた遠隔授業など，今後
普及が期待される活用事例から，授業での指導法改善をどう図
るか，演習や実技を通じて授業設計や教材開発の視点から深め
ていく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月29日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・義務教
育学校・中等教
育学校・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年7月8日

平30-10084504319号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

【選択】プログラミング入門

数学の世界で新しい発見をすることは，もちろん決して易しいこと
ではない．しかしプログラミングをすると可能性が広がる．プログ
ラムを作る過程で，問題をふだん眺めるのと異なった側面から眺
磯川 幸直（学術研究院法文教育学域教育学
めることが必要になり，問題の本質をより深く理解できるようにな
系特任教授）
るからである．この講習では，「発見をしたい．そのためには，厄
介なプログラミングも厭わない」という方々のために，そのキッカ
ケを提供したい．

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月2日

教諭

中学校（数学）・
高等学校（数学）
教諭

6,000円

15人

平成30年4月17日～
平成30年7月12日

平30-10084504320号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

【選択】プログラミング超入門

近年プログラミング教育が多くの人から関心を持たれている。こ
の授業ではプログラミングは全く未経験という方に対して、その最
初の体験の機会を提供する。プログラミングとはどんな「感じ」の
磯川 幸直（学術研究院法文教育学域教育学
ものかを味わっていただく。予備知識については、たとえば Word
系特任教授）
や Excel を知っている必要はない（ただし日本語入力やファイル
の保存程度のことはできること）。プログラミング言語は、現在最
もユーザー数が多いと思われる、javescript を用いる。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭

6,000円

15人

平成30年4月17日～
平成30年7月13日

平30-10084504321号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

【選択】確かな授業力の育成(小
学校)

本講習では、小学校における授業の在り方、とりわけ教科・領域
等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教科等を例
として、学習指導法改善のポイント等について確認する。また、実
際の指導上の課題などを分析しながら、実態に応じた指導の工
夫や改善策などについて意見交換を行ったり、参考となる指導事
例を検討したりすることで、効果的な学習指導法について整理
し、理解を深めるとともに実践に活かすことができるようにする。

下古立 浩（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
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2日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月12日

平30-10084504322号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】確かな授業力の育成(小
学校)

本講習では、小学校における授業の在り方、とりわけ教科・領域
等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教科等を例
として、学習指導法改善のポイント等について確認する。また、実
際の指導上の課題などを分析しながら、実態に応じた指導の工
夫や改善策などについて意見交換を行ったり、参考となる指導事
例を検討したりすることで、効果的な学習指導法について整理
し、理解を深めるとともに実践に活かすことができるようにする。

下古立 浩（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
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8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年8月1日

平30-10084504323号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】確かな授業力の育成(小
学校)

本講習では、小学校における授業の在り方、とりわけ教科・領域
等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教科等を例
として、学習指導法改善のポイント等について確認する。また、実
際の指導上の課題などを分析しながら、実態に応じた指導の工
夫や改善策などについて意見交換を行ったり、参考となる指導事
例を検討したりすることで、効果的な学習指導法について整理
し、理解を深めるとともに実践に活かすことができるようにする。

下古立 浩（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
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25日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年11月4日

平30-10084504324号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

講習の名称

講習の概要

担当講師

鹿児島大学

不登校は，その背景や行動について，その本人と関わる機会が
少なくなるため，理解することが難しいとされる。そのため，教師
にとって戸惑う課題の一つであると言えよう。本講習では，不登
有倉 巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
【選択】不登校に関する基本的な
校について，本人の感情や行動面に注目をし，その理解につい
系教授）
理解と支援
て，いくつかの視点からの解説を行う。また，支援のあり方につい
ては，事例を取り上げながら，検討できる機会を設けていきたい
と考える。

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

山下 晋（学術研究院法文教育学域教育学系
教授）
今 由佳里（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

開設者名
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受講人数

電話番号

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】確かな授業力の育成(中
学校)

本講習では、中学校における授業の在り方、とりわけ教科・領域
等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教科等を例
として、学習指導法改善のポイント等について確認する。また、実
際の指導上の課題などを分析しながら、実態に応じた指導の工
夫や改善策などについて意見交換を行ったり、参考となる指導事
例を検討したりすることで、効果的な学習指導法について整理
し、理解を深めるとともに実践に活かすことができるようにする。

山元 卓也（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）
内 健史（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2日

教諭

中学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月12日

平30-10084504325号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】確かな授業力の育成(中
学校)

本講習では、中学校における授業の在り方、とりわけ教科・領域
等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教科等を例
として、学習指導法改善のポイント等について確認する。また、実
際の指導上の課題などを分析しながら、実態に応じた指導の工
夫や改善策などについて意見交換を行ったり、参考となる指導事
例を検討したりすることで、効果的な学習指導法について整理
し、理解を深めるとともに実践に活かすことができるようにする。

山元 卓也（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）
内 健史（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22日

教諭

中学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年8月1日

平30-10084504326号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】確かな授業力の育成(中
学校)

本講習では、中学校における授業の在り方、とりわけ教科・領域
等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教科等を例
として、学習指導法改善のポイント等について確認する。また、実
際の指導上の課題などを分析しながら、実態に応じた指導の工
夫や改善策などについて意見交換を行ったり、参考となる指導事
例を検討したりすることで、効果的な学習指導法について整理
し、理解を深めるとともに実践に活かすことができるようにする。

山元 卓也（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）
内 健史（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25日

教諭

中学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年11月4日

平30-10084504327号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

平成29年に文部科学省から発表された新しい学習指導要領に基
づき、英語教育関係で改定された部分に焦点をあてて最近の英
語教育の動向を解説する。特に小学校外国語活動やコミュニ
【選択】最近の英語教育の動向に ケーション重視の英語教育について詳細を述べる。さらに平成30 坂本 育生（学術研究院法文教育学域教育学
年度から実施される予定の新しい英語教育の詳細についても言 系教授）
ついて
及する。受講する方々は、最近の日本国内のみならず、海外の
英語教育や言語政策の動向に、日頃から興味を持って講習に臨
んでいただきたい。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校・中学校
（英語）・高等学
校（英語）教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月16日

平30-10084504328号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

平成29年に文部科学省から発表された新しい学習指導要領に基
づき、英語教育関係で改定された部分に焦点をあてて最近の英
語教育の動向を解説する。特に小学校外国語活動やコミュニ
【選択】最近の英語教育の動向に ケーション重視の英語教育について詳細を述べる。さらに平成30 坂本 育生（学術研究院法文教育学域教育学
年度から実施される予定の新しい英語教育の詳細についても言 系教授）
ついて
及する。受講する方々は、最近の日本国内のみならず、海外の
英語教育や言語政策の動向に、日頃から興味を持って講習に臨
んでいただきたい。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校・中学校
（英語）・高等学
校（英語）教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年8月1日

平30-10084504329号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要な知
識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かについて解
説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥化（コンポスト 浅野 陽樹（学術研究院法文教育学域教育学
化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方法，また教室ででき 系准教授）
る簡単な植物栽培方法について実践例を紹介しつつ，演習を通
して理解を深めます。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校・中学校
（技術）教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月19日

平30-10084504330号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要な知
識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かについて解
説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥化（コンポスト 浅野 陽樹（学術研究院法文教育学域教育学
化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方法，また教室ででき 系准教授）
る簡単な植物栽培方法について実践例を紹介しつつ，演習を通
して理解を深めます。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校・中学校
（技術）教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月20日

平30-10084504331号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

本講習では、日本の家庭生活の現状について、①高齢化ならび
に少子化に焦点を当て、現状（少子高齢化の将来像、地域別で
【選択】日本の家庭生活の現状と みた少子高齢化、少子高齢化の国際的動向、少子高齢化の要 黒光 貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
家庭科教育
因など）と課題の分析、②衣・食・住・消費生活・保育など家庭生 系准教授）
活に関連するそれぞれの生活に焦点を当て、小・中・高等学校の
家庭科の教育内容との関連の解説を行う。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月9日

教諭
栄養教諭

小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭、
栄養教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年7月19日

平30-10084504332号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

本講習では、日本の家庭生活の現状について、①高齢化ならび
に少子化に焦点を当て、現状（少子高齢化の将来像、地域別で
【選択】日本の家庭生活の現状と みた少子高齢化、少子高齢化の国際的動向、少子高齢化の要 黒光 貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
家庭科教育
因など）と課題の分析、②衣・食・住・消費生活・保育など家庭生 系准教授）
活に関連するそれぞれの生活に焦点を当て、小・中・高等学校の
家庭科の教育内容との関連の解説を行う。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月10日

教諭
栄養教諭

小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭、
栄養教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年7月20日

平30-10084504333号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

本講習では、日本の家庭生活の現状について、①高齢化ならび
に少子化に焦点を当て、現状（少子高齢化の将来像、地域別で
【選択】日本の家庭生活の現状と みた少子高齢化、少子高齢化の国際的動向、少子高齢化の要 黒光 貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
家庭科教育
因など）と課題の分析、②衣・食・住・消費生活・保育など家庭生 系准教授）
活に関連するそれぞれの生活に焦点を当て、小・中・高等学校の
家庭科の教育内容との関連の解説を行う。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月7日

教諭
栄養教諭

小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭、
栄養教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年9月16日

平30-10084504334号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

本講習では、住生活に焦点を当て、日本と外国の違いから日本
の住まいの特徴（靴を脱いで生活をするようになった理由・畳を
【選択】日本の住生活の現状と家 使うようになった理由など）を、住宅・土地統計調査など住生活に 黒光 貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
庭科教育
関する調査から、日本の住生活の現状（住宅数・建て方・所有形 系准教授）
態別割合など）と課題を分析し、小・中・高等学校の家庭科の教
育内容（衣・食・住・消費生活・保育など）との関連の解説を行う。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月16日

教諭
栄養教諭

小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭、
栄養教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年7月26日

平30-10084504335号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学
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鹿児島大学

本講習では、住生活に焦点を当て、日本と外国の違いから日本
の住まいの特徴（靴を脱いで生活をするようになった理由・畳を
【選択】日本の住生活の現状と家 使うようになった理由など）を、住宅・土地統計調査など住生活に 黒光 貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
庭科教育
関する調査から、日本の住生活の現状（住宅数・建て方・所有形 系准教授）
態別割合など）と課題を分析し、小・中・高等学校の家庭科の教
育内容（衣・食・住・消費生活・保育など）との関連の解説を行う。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月17日

教諭
栄養教諭

小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭、
栄養教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年7月27日

平30-10084504336号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

本講習では、住生活に焦点を当て、日本と外国の違いから日本
の住まいの特徴（靴を脱いで生活をするようになった理由・畳を
【選択】日本の住生活の現状と家 使うようになった理由など）を、住宅・土地統計調査など住生活に 黒光 貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
関する調査から、日本の住生活の現状（住宅数・建て方・所有形 系准教授）
庭科教育
態別割合など）と課題を分析し、小・中・高等学校の家庭科の教
育内容（衣・食・住・消費生活・保育など）との関連の解説を行う。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月21日

教諭
栄養教諭

小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭、
栄養教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年9月30日

平30-10084504337号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】英語のしくみと異文化理
解の関係性

英語の音声・語彙・文構造・文法・正書法等のしくみは全て互い
に関連したものであり，さらに，それらは英語圏の文化に深く根ざ
濱崎 孔一廊（学術研究院法文教育学域教育
している。このような認識のもと，英語によるコミュニケーション能
学系教授）
力を育成していく上で，特に日本人学習者にとってどのようなこと
が問題となるのかを解説していく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月16日

教諭

小学校・中学校
（英語）・高等学
校（英語）教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月26日

平30-10084504338号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】これからの幼児教育・保
育に求められること

平成30年度より、改訂「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こど
も園教育・保育要領」が実施されます。本講習では、環境を通し
て行う教育・保育を継承しつつ、改訂に伴って新たに加わった内
容への理解を深め、これからの幼児教育・保育のあり方につい
て、具体的に考えていきたいと思います。

金 娟鏡（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9月23日

教諭

幼稚園・小学校・
幼保連携型認定
こども園教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年9月2日

平30-10084504339号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】書写指導法

小・中学校書写指導において必要な硬筆・毛筆の基礎的知識・
技能を深めるとともに，効果的な学習指導法について考察する。
具体的には，学習指導要領の確認，筆順，姿勢・執筆，楷書の基 瀬筒 寛之（学術研究院法文教育学域教育学
本点画，行書の基礎，字形（全体の整え方，点画の組み合わせ 系講師）
方，部分の組み立て方），字体の標準（筆写体と活字体），学習
指導案（指導法と評価）等である。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校・中学校
（国語）教諭

6,000円

24人

平成30年4月17日～
平成30年8月1日

平30-10084504340号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

鹿児島市立科学館における実習，見学を含む講習を通して，学
外公共施設を活用した科学と理科の学習について，その意義と
【選択】学外公共施設を活用した 方法を考察する。学外公共施設は，幼児から大人に至る広い年 土田 理（学術研究院法文教育学域教育学系
齢層の利用を目指しているので，本講習は，科学教育に興味関 教授）
科学教育
心のある幼稚園教諭，小学校教諭，中学校理科担当教諭を対象
とする。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校（理科）・
幼保連携型認定
こども園教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年8月1日

平30-10084504341号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月21日

教諭

小学校・中学校
（美術）教諭

6,000円

10人

平成30年4月17日～
平成30年9月30日

平30-10084504342号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

6時間 平成30年7月22日

教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科）
教諭

6,000円

12人

平成30年4月17日～
平成30年7月1日

平30-10084504343号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

小学校図画工作，中学校美術教科において立体造形能力を養う
鹿児島大学

造形領域に粘土による彫塑表現がある。ここでは絵画表現から
池川 直（学術研究院法文教育学域教育学系
【選択】彫塑教材研究-レリーフ自
立体表現に結びつけ立体造形能力を養う可能性のある教材とし
教授）
刻像の制作
て粘土による塑造表現として「自刻（自らの顔を塑造する）」を題
材にとりあげ、彫塑理論と実技を行う。

鹿児島大学

【選択】光の化学

光は身の回りに常に存在する物理現象であり、地球上のほとん
どの生命を支えるエネルギー源です。化学の立場から「光る」とい
う現象を考えると、原子の構造、化合物の構造と光との相互作
用、さらには光化学反応に伴うエネルギーの変遷を学ぶことがで
鹿児島県鹿児
新留 康郎（学術研究院理工学域理学系教授）
きます。本講習では光の分光特性をリアルタイムに計測できるマ
島市
ルチチャンネル分光器を用いて、炎色反応、蛍光、化学発光、黒
体放射、LED発光など身近な発光現象を観察し、「光る」という現
象の本質を理解してもらいます。

鹿児島大学

【選択】地球を知る（地球科学の
最前線）

地殻変動観測を通してみた定常的な日本列島の変動、霧島新燃
岳をはじめとした火山の活動、2016年熊本地震などの地震時と 中尾 茂（学術研究院理工学域理学系教授）
鹿児島県鹿児
地震後の変動について解説する。長期にわたる地殻変動に伴っ 山本 啓司（学術研究院理工学域理学系教授） 島市
て、地球内部で生じる変成作用について解説する。

6時間 平成30年8月3日

教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科）
教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月13日

平30-10084504344号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】現代の電波天文学

携帯電話やテレビなど電波は日常生活で身近に使われています
が、電波が天文学においても重要であることは意外と知られてい
ません。本講習では、鹿児島大学理工学研究科の研究の強みの
高桑 繁久（学術研究院理工学域理学系教授）
一つである電波天文学の話題を、受講者がより身近に感じられる
鹿児島県鹿児
新永 浩子（学術研究院理工学域理学系准教
ように紹介します。受講者が最新の天文学で明らかになったこと
島市
授）
や天文学で使う考え方を学び、授業に生かすことで，中学，高校
で理科を学ぶ楽しさを生徒が感じられるようになることを期待しま
す。

6時間 平成30年8月11日

教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科）
教諭

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年7月21日

平30-10084504345号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

「論理概論」では，高校数学で論理の関わる話題や表現を，数理
論理学の視点から見直すことにより，数学で用いられる論理の理
【選択】古典数学から現代数学ま 解を深めます．
青山 究（学術研究院理工学域理学系講師）
で：論理・解析
「解析概論」では，実際の現象からモデル方程式を導き，解の導 西田 詩（学術研究院理工学域理学系助教）
出及び解釈を通じて現象と数学の関係に対する理解を深めま
す．

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月27日

教諭

中学校（数学）・
高等学校（数学）
教諭

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年8月6日

平30-10084504346号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】子どもの健康と環境

生活習慣（食事・運動・睡眠など）や子どもの貧困などの社会環
境が子どもの健康に与える影響について、わが国の現状と問題
点を理解し、その対応について学ぶ。また、疾病予防の概念を理
鹿児島県鹿児
郡山 千早（学術研究院医歯学域医学系教授）
解し、子どもの健康に影響を与える要因の一般的な予防対策に
島市
ついて理解する。本講習は、特定の教科科目に特化するもので
はなく、全教科教員を対象とするものである。

6時間 平成30年6月23日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年6月2日

平30-10084504347号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/
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鹿児島大学
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ＵＲＬ

【選択】ライフサイエンスを学ぶ

ライフサイエンスは、生物の営む生命現象を解明する学問であ
り、近年、飛躍的な進歩を遂げてきました。そして、その研究成果
は、医療・創薬を始めとする様々な分野への応用が進みつつあ
り、我々の生活の向上に非常に貢献しています。そこで、本講習 草野 秀一（学術研究院医歯学域医学系准教
は、ライフサイエンスの基礎を中心に学び、知識を深めることを目 授）
標にしたいと考えています。また、この講習は、特定の教科科目
に特化しておらず、専門の教員には平易であるかもしれませんが
全教科教員を対象としています。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年6月30日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

25人

平成30年4月17日～
平成30年6月9日

平30-10084504348号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

【選択】ライフサイエンスを学ぶ

ライフサイエンスは、生物の営む生命現象を解明する学問であ
り、近年、飛躍的な進歩を遂げてきました。そして、その研究成果
は、医療・創薬を始めとする様々な分野への応用が進みつつあ
り、我々の生活の向上に非常に貢献しています。そこで、本講習 草野 秀一（学術研究院医歯学域医学系准教
は、ライフサイエンスの基礎を中心に学び、知識を深めることを目 授）
標にしたいと考えています。また、この講習は、特定の教科科目
に特化しておらず、専門の教員には平易であるかもしれませんが
全教科教員を対象としています。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年7月20日

平30-10084504349号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

【選択】】DNA増幅実習～PCR法
を理解する～

ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）法は、極めて微量の試料から、目的
とする特定のDNA断片を選択的に増幅させる研究手法です。
PCR法は、様々な分野（医学診断、食品検査、犯罪捜査など）で
広く役立っている最もポピュラーな生命科学技術の一つです。本 草野 秀一（学術研究院医歯学域医学系准教
講習は、PCR法による遺伝子型決定実験を参加者自身の毛髪や 授）
口腔拭い液などの試料を用いて実施することでPCR法を理解し、
今後の理科教育に役立ててもらうことを目標にしています。この
講習は、その専門性から中学・高校の理系教員を対象とします。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月24日

教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科・
農業・工業・水
産）教諭

6,000円

12人

平成30年4月17日～
平成30年8月3日

平30-10084504350号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

後藤
山中
授）
岩井
齋藤
三浦
授）
大木

哲哉（学術研究院医歯学域歯学系教授）
淳之（学術研究院医歯学域歯学系准教

【選択】食育と味覚の基礎

講習前半は脳の神経解剖学および組織学的観点から講義し、同
時にヒト脳の形・構造を実際に観察・学習(演習)することによっ
て、味覚の神経回路網と本能との関わり、味覚の機能・意義(食
育）、行動の基本について理解を深める。講習後半は生理学的
観点から、感覚としての味覚の基礎、発育と味覚、食育、味覚障
害、老化と味覚などについて解説し、さらに実習により味覚につ
いての理解を深める。なお、味覚およびヒトの基本行動パターン
について教養を深めることができる身近なテーマであるので、全
ての教科の教員向けである。

6時間 平成30年7月21日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年6月30日

平30-10084504351号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

子どもの口の中は常に変化しており、歯の無い時期から乳歯が
生え永久歯に生え代わる間に、虫歯や歯茎の病気、歯ならびや
かみ合わせの異常などが生じやすい。また、恐怖心が強かったり
障害を抱えた子どもたちにとっては、歯科治療を受けること自体
が難しい。さらに、摂食嚥下の働きに異常がある子どもには、状
況に適した訓練指導や調理法の工夫が必要となる。そこで、大学
病院ではそのような子どもたちの歯と口の健康増進にどのように
対応しているかを解説し、ご参加の先生方が子どもたちや保護者
に助言を行う際の一助となる講習としたい。

山﨑
宮脇
糀谷
佐藤
師）
橋口
教）

要一（学術研究院医歯学域歯学系教授）
正一（学術研究院医歯学域歯学系教授）
淳（学術研究院医歯学域歯学系准教授）
鹿児島県鹿児
秀夫（学術研究院医歯学域附属病院講
島市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小学校・特別支
援学校教諭、養
護教諭、栄養教
諭

6,000円

70人

平成30年4月17日～
平成30年7月17日

平30-10084504352号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

パソコン、スマートフォン、デジタルカメラなどの電子製品、環境対
応型の自動車や機能性衣料の製造、環境や食品の安全性分析
など化学技術の発展により、私たちの日常生活は豊かなものに
なっています。本講習では、高分子化学をベースとした最新の機
能性材料開発に関する動向、工業材料や環境分析に関する基
礎的な知識や、最新の分析技術の解説などを行います。

中島
授）
肥後
金子
授）
山元
授）

常憲（学術研究院理工学域工学系准教
6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科･
工業）教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月18日

平30-10084504353号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

6時間 平成30年8月29日

教諭

高等学校（理科・
工業）教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年8月8日

平30-10084504354号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

片野田 洋（学術研究院理工学域工学系教授）
中村 祐三（学術研究院理工学域工学系准教
鹿児島県鹿児
授）
島市
西村 悠樹（学術研究院理工学域工学系准教
授）

6時間 平成30年10月14日

教諭

高等学校（理科・
工業）教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年9月23日

平30-10084504355号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

境 雅夫（学術研究院農水産獣医学域農学系
教授）
遠城 道雄（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）
岩崎 浩一（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）
籾井 和朗（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）

6時間 平成30年8月3日

教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科・
農業）教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年7月13日

平30-10084504356号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

【選択】子どもの歯と口の健康を
守る

【選択】社会に役立つ化学技術

治樹（学術研究院医歯学域歯学系助教） 鹿児島県鹿児
島市
充（学術研究院医歯学域歯学系教授）
裕仁（学術研究院医歯学域歯学系准教
誠（学術研究院医歯学域歯学系助教）

真紀子（学術研究院医歯学域歯学系助

盛秀（学術研究院理工学域工学系教授）
鹿児島県鹿児
芳郎（学術研究院理工学域工学系准教
島市
和哉（学術研究院理工学域工学系准教

鹿児島大学

化学産業に貢献する新しい化学技術について３つの講義を行う。
１）世界を大きく変えた触媒反応プロセスとして「空気から肥料」お
よび「石炭からガソリン」の二つをテーマに地理や歴史の話ととも
甲斐 敬美（学術研究院理工学域工学系教授）
【選択】化学産業に貢献する新し にこれらの技術について解説する。
鹿児島県鹿児
二井 晋（学術研究院理工学域工学系教授）
い化学工学技術
２）化学分野への超音波技術の貢献について、歴史や原理、応
島市
吉田 昌弘（学術研究院理工学域工学系教授）
用事例について解説する。
３）機能性材料として高分子マイクロカプセル化技術を題材として
取り上げ、これらの材料の応用事例に関して解説する。

鹿児島大学

【選択】社会を支える機械技術

鹿児島大学

農耕地において土壌が示す物質循環、作物生産、環境保全に関
与する土壌微生物群集の構造と機能について解説する。地球規
模の環境変動や人間の活動が農作物の栽培に及ぼす影響と世
【選択】【農業と環境】農業科学の
界の作物栽培について概説する。環境保全型農業に貢献する
最前線
GPSデータ等を用いた精密農業の概要について講習する。また、
農業と水・物質循環に関わる現状や課題について概説し、近年
の食料供給に伴う窒素フローの変化を解説する。

世の中にはたくさんの機械技術が用いられ、私たちは豊かに生
活することが可能となっています。本講習では、その機械技術に
関する研究の中から、(1)流体力学に関する技術、(2)材料の開発
と性質に関する研究、(3)科学の新しい礎としての制御理論を紹
介します。

鹿児島県鹿児
島市
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対象職種

【選択】農業と環境・食品化学

坂井 教郎（学術研究院農水産獣医学域農学
系准教授）
下田代 智英（学術研究院農水産獣医学域農
学系准教授）
紙谷 喜則（学術研究院農水産獣医学域農学
系准教授）
濱中 大介（学術研究院農水産獣医学域農学
わが国農業と世界の食糧需給、気象温暖化と稲作問題、食品衛
系准教授）
生の現状と課題、食品加工、食品の健康維持機能および地域農
高峯 和則（学術研究院農水産獣医学域農学
産物の高度利用に関する講義、ならびに微生物学・食品化学実
系教授）
験を行うことにより、農業高校等での教育の向上に資する。
加治屋 勝子（学術研究院農水産獣医学域農
「平成30年度 第62回農業実験実習講習会」と共催。
学系講師）
北原 兼文（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）
石橋 松二郎（学術研究院農水産獣医学域農
学系教授）
玉置 尚徳（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

【選択】森林科学の最前線

林業の現状や課題について概説し、ICTを活用した新しい林業の
展開について講述する。森林が地球環境保全などの多面的機能
を発揮する上で林業が果たす役割について講述する。森林資源
の循環利用の一環として，主伐期を迎えた森林の生産と次世代
更新技術について講述する。森林山地で起こる土砂移動現象と
土砂災害発生のしくみ，森林の防災機能，防災教育について講
述する。

地頭薗 隆（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）
寺岡 行雄（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）
藤澤 義武（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）
岡 勝（学術研究院農水産獣医学域農学系教
授）

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島大学

【選択】水辺の安全教育

水辺（河川や海岸等）で水や環境に関わる教育を安全に行うため
に必要な安全管理に関する話題について、実際の事故例や現地
調査をもとに講習し、教員自身や学校でどのような事故防止策が 西 隆一郎（学術研究院農水産獣医学域水産
行えるか指導を行う。また、水辺での教育を含めた野外教育で、 学系教授）
効果的な教育や安全管理にＵＡＶ（ドロ－ン）を活用するための基
礎的な知識の講習も併せて行う。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年6月16日

教諭

鹿児島大学

【選択】水辺の安全教育

水辺（河川や海岸等）で水や環境に関わる教育を安全に行うため
に必要な安全管理に関する話題について、実際の事故例や現地
調査をもとに講習し、教員自身や学校でどのような事故防止策が 西 隆一郎（学術研究院農水産獣医学域水産
行えるか指導を行う。また、水辺での教育を含めた野外教育で、 学系教授）
効果的な教育や安全管理にＵＡＶ（ドロ－ン）を活用するための基
礎的な知識の講習も併せて行う。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月7日

教諭

鹿児島大学

近年、食の安全に対する関心の高まりにともなって、水産物の食
品製造や加工の工程での衛生管理の重要性が増しています。ま
た、水産物の乱獲や自然環境の変動によって、水産資源の減少
【選択】水産食品の衛生管理、流 や枯渇が危惧されています。このような状況の中で、水産物の流
通過程は、水産物の衛生管理や水産資源の有効利用のための
通と有効利用について
重要な鍵を握っています。本講習では、水産物の流通、水産食品
の衛生管理、水産資源の有効利用に関する最近の動向やトピッ
クについて紹介します。

佐野 雅昭（学術研究院農水産獣医学域水産
学系教授）
上西 由翁（学術研究院農水産獣医学域水産
学系教授）
吉川 毅（学術研究院農水産獣医学域水産学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月22日

鹿児島大学

【選択】島嶼の自然と人々

鹿児島県島嶼部を中心にアジア太平洋島嶼部における自然環
境とそこに生活する人の持つそれぞれの多様性とその関係性に
ついて以下の学際的な視点から講義を行う。1)島嶼の自然を海と
陸に生息する生物の生態、2)島嶼環境にいつ頃人々が移動しど
のように適応してきたか、3)島嶼において植物をもとにしてどのよ
うな文化を作り上げてきたか、4)島嶼において人と自然と衛生動
物の関係。

大塚 靖（学術研究院総合科学域総合研究学
系准教授）
河合 渓（学術研究院総合科学域総合研究学
系教授）
髙宮 広土（学術研究院総合科学域総合研究
学系教授）
山本 宗立（学術研究院総合科学域総合研究
学系准教授）
藤井 琢磨（学術研究院総合科学域総合研究
学系特任助教）

鹿児島県奄美
市

6時間 平成30年12月2日

鹿児島大学

近年は各地で旧石器時代から近代に至る遺跡から歴史の見直し
に迫る新たな発見があります。 遺跡から得られる情報で歴史を
考える学問が考古学です。この講義では、考古学の基礎、遺跡
【選択】郷土の歴史の学び方～考
橋本 達也（学術研究院総合科学域共同学系
の調べ方、考古資料の見方について説明します。また出土資料
古学と博物館～
教授）
が保存されている博物館・郷土資料館の役割とその教育への活
用法を解説します。考古学から郷土の歴史を体験的に学ぶ方法
を考えます。

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島大学

生物多様性を理解するために、大航海時代から現代までの魚類
コレクション構築の歴史を世界の博物館紹介を通して振り返ると
ともに、博物館コレクションの役割を解説します。小中高校におけ
【選択】自然を記録する方法－魚
本村 浩之（学術研究院総合科学域共同学系
る教育活動で、生物多様性の理解と標本の重要性を関連付けて
類の博物学と標本の作製法
教授）
活かせることを目的とします。標本の重要性を踏まえたうえで、魚
類標本の最新の作製・保存方法を紹介し、実際に液浸標本を作
製します。

鹿児島大学

【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講述す
る。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避難生活―
岩船 昌起（学術研究院総合科学域総合教育
避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つの大きなテーマ
学系教授）
としたい。また、本講習は、広義の「安全安心」にかかわる内容で
あり、応急処置や非常食等にかかわる側面も含んでいる。

鹿児島大学

鹿児島大学

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

高等学校（農業）
12,000円
教諭

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月16日

平30-10084504357号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科・
農業）教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月19日

平30-10084504358号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年5月26日

平30-10084504359号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年6月16日

平30-10084504360号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

中学校（理科）・
高等学校（理科・
教諭
栄養教諭 水産）教諭、栄養
教諭

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年8月1日

平30-10084504361号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・義務教
育学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校・幼保連携型
認定こども園教
諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年11月11日

平30-10084504362号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校・中学校
（社会）･高等学校
（地歴）教諭

6,000円

18人

平成30年4月17日～
平成30年7月13日

平30-10084504363号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年9月29日

教諭

小学校・中学校
（理科）・高等学
校（理科）教諭

6,000円

10人

平成30年4月17日～
平成30年9月8日

平30-10084504364号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島県奄美
市

6時間 平成30年6月24日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年6月3日

平30-10084504365号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

12時間
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平成30年8月6日～
平成30年8月10日

主な受講対象者

6時間 平成30年8月9日

幼稚園・小学校・
中学校・義務教
育学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校・幼保連携型
認定こども園教
幼稚園・小学校・
中学校・義務教
育学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校・幼保連携型
認定こども園教

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講述す
る。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避難生活―
岩船 昌起（学術研究院総合科学域総合教育
避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つの大きなテーマ
学系教授）
としたい。また、本講習は、広義の「安全安心」にかかわる内容で
あり、応急処置や非常食等にかかわる側面も含んでいる。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年7月17日

平30-10084504366号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】憲法学習における児童・
生徒の弱点

憲法学習において児童・生徒が陥りやすい弱点について学ぶ。
例えば、「少数者の人権は、多数派によって制限されてもやむを
得ない」といった人権理解に関する児童・生徒の誤解について、
授業で扱う方法を考える。また、従前の人権学習・憲法学習にお
渡邊 弘（学術研究院総合科学域総合教育学
いては私人間の問題が重視されがちであったため、これが児童・
系准教授）
生徒の憲法理解の弱点に繫がっていると思われるが、近代憲法
の成立にあたっては「国家と個人の二極構造の析出」（樋口陽
一）が課題であったはずであり、この点を基本に据えた憲法教育
のあり方についても考えたい。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（公民）教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月19日

平30-10084504367号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】主権者教育・法教育・裁
判員教育の課題と実践

主権者教育・法教育・裁判員教育について、その基礎的な理論と
授業などにおける実践的な手法について学ぶ。特に、これまで行
われてきた様々な主権者教育・法教育・裁判員制度教育の例を
渡邊 弘（学術研究院総合科学域総合教育学
元にしながら、これらの教育の持つ限界とその克服の方法を探り
系准教授）
たい。例えば、主権者教育ではともすれば投票率を上げることが
目的の1つとされがちであるが、それでよいのかどうか、検討した
い。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（公民）教諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月20日

平30-10084504368号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

NIE（新聞活用教育）にはじめて取り組む先生を対象に、その基
礎的な理論、実践上の手法や、日常的な教育活動における効果
的な活用方法などを学ぶ。生活科／社会科／公民科／家庭科
渡邊 弘（学術研究院総合科学域総合教育学
【選択】はじめてのNIE（新聞活用
／国語科などの教科・科目の授業や、食育／健康教育／特別活
系准教授）
教育）
動などでも活用することができるような講習内容である。また、高
校国語の教科書でも紹介されている「まわしよみ新聞」を実際に
作成する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年7月30日

平30-10084504369号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】新聞で学ぶ社会科・公民
科

社会科・公民科の授業で新聞を活用するための基礎的な理論や
実践的な手法について学ぶ。新聞を含めたメディア全体を巡る状
況や、児童・生徒とメディアの関係などに関する実情を学ぶととも
渡邊 弘（学術研究院総合科学域総合教育学
に、新聞が読まれなくなりつつあると言われる現在において学校
系准教授）
でNIE（新聞活用教育）に取り組む意義について学ぶ。また、社会
科・公民科の授業で実際に新聞を活用して教育活動を行うため
の具体的手法についても学ぶ。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（公民）教諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年7月17日

平30-10084504370号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

中教審答申・新学習指導要領・高大接続システム改革の要点に
ついて解説をし、その上で、学校での教育活動の改革をどのよう
に進めていくべきか考察する。特に、平成30年度時点で高校1年
【選択】新学習指導要領・高大接 生の生徒からは、大学入試について共通テストを受験する可能 渡邊 弘（学術研究院総合科学域総合教育学
性がある。従って本講習では、授業改革と共通テストの関連性に 系准教授）
続改革・共通テストと授業改革
重点を置いて考えたい。ただし、講師の専門分野との関係上、講
義内容は文系の諸科目（特に社会科・公民科・地歴科）に重点を
置くことになる（一定程度、他科目の動向に関しても触れたい）。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・義務教
育学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校・幼保連携型
認定こども園教
諭

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年8月2日

平30-10084504371号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】「習得・活用・探求」とレ
ポート・論文指導の実際

新学習指導要領においては「主体的・対話的で深い学び」が注目
されている。その学習過程においては「習得・活用・探求」のらせ
ん的な高まりが意図されているように思われる。本講習では、新
渡邊 弘（学術研究院総合科学域総合教育学
学習指導要領で注目されている学習のプロセスや内容を意識し
系准教授）
ながら、主として社会科・公民科・地歴科・国語科などにおいて、
レポート・論文を生徒に書かせる際の指導のポイントについて考
察したい。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月24日

教諭

中学校（国語・社
会）・高等学校
（国語・地歴・公
民）教諭

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年8月3日

平30-10084504372号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

【選択】スポーツサイエンスに学
ぶ健康教育

スポーツサイエンスは、スポーツ生理学、バイオメカニクス、ス
ポーツ栄養学などの研究成果をもとに、トップアスリートの競技力
向上に貢献しており、スポーツサイエンスで得られた知見は、児
飯干 明（学術研究院総合科学域総合教育学
童・生徒にみられる体力や運動能力の低下、視力の低下、食事
系教授）
や睡眠などの健康問題にも対応できるものが多い。本講習では、
スポーツサイエンスで得られた知見をもとに、児童・生徒にみられ
る現代の健康問題への対応について知識・理解を深める。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

150人

平成30年4月17日～
平成30年7月20日

平30-10084504373号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】スポーツサイエンスに学
ぶ健康教育

スポーツサイエンスは、スポーツ生理学、バイオメカニクス、ス
ポーツ栄養学などの研究成果をもとに、トップアスリートの競技力
向上に貢献しており、スポーツサイエンスで得られた知見は、児
飯干 明（学術研究院総合科学域総合教育学
童・生徒にみられる体力や運動能力の低下、視力の低下、食事
系教授）
や睡眠などの健康問題にも対応できるものが多い。本講習では、
スポーツサイエンスで得られた知見をもとに、児童・生徒にみられ
る現代の健康問題への対応について知識・理解を深める。

鹿児島県奄美
市

6時間 平成30年9月1日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年8月11日

平30-10084504374号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

知識が世界を駆け巡るインターネット時代においては、便利に
なった一方リスクも潜む。今や知的財産は教員・生徒にとっても
身近な存在である。本講習では、知的財産権を相対的独占権
【選択】知的財産権の基礎知識と
（著作権、営業秘密、商品表示・商品形態、回路配置利用権）と
リスク管理
絶対的独占権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者
権）に分けて、教員が知的財産立国時代の常識として知っておき
たい「知的財産権の基礎知識とリスク管理」について説明する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年8月2日

平30-10084504375号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

鹿児島大学

髙橋 省吾（学術研究院総合科学域総合研究
学系教授）
有賀 敏明（学術研究院総合科学域総合研究
学系特任教授）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

浅野 敏之（学術研究院理工学域工学系教授）
鹿児島県ではたびたび自然災害による被害が発生している。ここ
石峯 康浩（学術研究院総合科学域総合研究
鹿児島県鹿児
では、①津波災害、②火山災害、③地震災害の3つの災害種を
学系特任准教授）
島市
取り上げ、それぞれの自然現象の発生の仕組み、災害の実態、
小林 励司（学術研究院理工学域理学系准教
災害対策等に関する最新の話題について分かりやすくする。
授）

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・義務教
育学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校・幼保連携型
認定こども園教

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年7月16日

平30-10084504376号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】地域防災の最前線

鹿児島大学

幼稚園では，幼児の自発的な活動である遊びを中心とした生活
を通して，一人一人に合った指導を行っている。遊びは幼児期特
有の学習であり，幼稚園教育では，遊びを通した総合的な指導を
行うことが重要とされている。本講習では，「幼児期の終わりまで
【選択】遊びの中で育まれる子ど
に育ってほしい姿」に視点を当てた保育事例を通して研修を深め 日澤 俊夫（教育学部附属幼稚園副園長）
もの学び
るとともに，保育に役立つ実技研修も実施する。また，特別支援
教育や幼小連携など幼児教育の今日的課題についても，各々の
園の現状と課題を受講者同士で情報交換しながら講習を進め
る。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園・小学校・
幼保連携型認定
こども園教諭

6,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年7月13日

平30-10084504377号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

幼稚園では，幼児の自発的な活動である遊びを中心とした生活
を通して，一人一人に合った指導を行っている。遊びは幼児期特
有の学習であり，幼稚園教育では，遊びを通した総合的な指導を
行うことが重要とされている。本講習では，「幼児期の終わりまで
【選択】遊びの中で育まれる子ど
に育ってほしい姿」に視点を当てた保育事例を通して研修を深め 日澤 俊夫（教育学部附属幼稚園副園長）
もの学び
るとともに，保育に役立つ実技研修も実施する。また，特別支援
教育や幼小連携など幼児教育の今日的課題についても，各々の
園の現状と課題を受講者同士で情報交換しながら講習を進め
る。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園・小学校・
幼保連携型認定
こども園教諭

6,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年8月3日

平30-10084504378号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】附属小で授業力アップ～
よりよい生活を実現する家庭科
授業づくり～

本講習は，子どもが生活の営みに係る見方・考え方を働かせな
がらよりよい生活を実現するための主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた家庭科授業づくりについて，理論と実践の両面から
齋藤 美保子（学術研究院法文教育学域教育
追究していくことを目的として開設する。具体的には，生活をより
学系准教授）
よく工夫しようとする資質・能力を育成するための，「学習過程や
題材構成」，「家庭科で目指すカリキュラム・マネジメント」などの
視点から授業参観や講義，演習を行っていく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年9月19日

平30-10084504379号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】附属小で授業力アップ～
自己の生き方についての考えを
深める道徳学習指導～

本講習は，子どもが「どのように生きるべきか」という問いをもち，
自己の生き方についての考えを深めるために，道徳科における
見方・考え方を働かせながら，道徳性を養うことにつなげるため
の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた道徳科授業づくり
假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
について，理論と実践の両面から追究していくことを目的として開
学系教授）
設する。具体的には，道徳性を養うために行う「特別の教科 道
徳」の授業を「6年間のつながりを明確にした学習内容設定」と
「指導方法の具体化」を基にした授業を示し，講義，演習を行って
いく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年9月19日

平30-10084504380号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】附属小で授業力アップ～
社会的事象の見方・考え方を働
かせる社会科授業づくり～

本講習は，社会科授業の参観や授業研究といった演習及び，授
業づくりの基本的な考え方についての講義を通して，子どもが社
会的事象の見方・考え方を能動的に働かせながら社会的事象に
ついて追究していく社会科授業づくりについて捉えていくことを目 宮﨑 幸樹（教育学部附属小学校教頭）
的としている。具体的には，「社会科で育む資質能力と社会的事
象の見方・考え方」，「社会的事象の見方・考え方を働かせるため
の問いの在り方」，「働きかけの在り方」について取り上げていく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年9月19日

平30-10084504381号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】附属小で授業力アップ～
主体的・対話的で深い学びを促
す音楽科授業づくり～

本講習は，新学習指導要領を踏まえた授業研究や授業づくりに
ついての講義等を通して，子どもの資質・能力を育む音楽科授業
を実現することを目的として開設する。具体的には，「音楽的な見
須藤 信司（教育学部附属小学校主幹教諭）
方・考え方を働かせ，主体的・対話的で深い学びを実現するため
の，教師の具体的な学習指導（題材構成，教材配列，発問等）」
について，共に考えていく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年9月19日

平30-10084504382号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】附属小で授業力アップ～
主体的・対話的で深い学びを促
す国語科学習指導～

本講習は，子どもが「問い」をもち，国語科の特質に応じた「言葉
による見方・考え方」を働かせながら主体的・対話的で深い学び
を促す授業作りについて，理論と実践の両面から追究していくこ
上谷 順三郎（学術研究院法文教育学域教育
とを目的として開設する。具体的には，「内容と形式の両面から
学系教授）
言葉を吟味することにつながる一単位時間の学習課題の設定」
「言葉と言葉をつなぎ，自分の考えを再構築させる学び合い」など
の視点で講義や演習を行っていく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年9月19日

平30-10084504383号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

本講習は，子どもが自らの思いや願いの実現に向けて，身近な
生活に関わる見方・考え方を生かしながら，自ら対象に関わり続
ける主体的・対話的で深い学びを生み出す生活科の授業づくり
【選択】附属小で授業力アップ～
について，理論と実践の両面から追求していくことを目的として開
益山 富誉（教育学部附属小学校副校長）
深い学びを生み出す生活科学習
設する。具体的には，授業参観や協議を通して，主体的・対話的
指導～
で深い学びのある生活科授業像を共有するとともに，主体的・対
話的で深い学びのある生活科授業づくりのあり方について講義
や演習を行う。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年9月19日

平30-10084504384号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

新学習指導要領に基づいた，これからの時代に対応する授業づ
くりの在り方を考えます。これまで附属中学校で取り組んできた
【選択】附属中で学ぶ理科授業設 問題解決的な学習に加え，「主体的・対話的で深い学び」を実現
久德 晋也（教育学部附属中学校主幹教諭）
計の基礎・基本
する手立てや方策を交えながら講習していきます。さらに，簡単
な教具製作についても取り組んでいただき，そのノウハウを学ん
でいただきます。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校・中学校
（理科）教諭

6,000円

15人

平成30年4月17日～
平成30年7月20日

平30-10084504385号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

142 / 271 ページ

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

学習指導要領に基づいた，これからの時代に対応した授業づくり
の在り方について考える。これまで附属中学校で取り組んできた
問題解決的な学習を基盤とし，生徒の思考力や表現力を育んで
いく授業について意見交換を交えながら講習していく。生徒がい 山内 誠（教育学部附属中学校教諭）
きいきと学び合う「よい授業」をつくるための具体的な考え方や手
順を実際の教材を扱いながら学びます。講習は日本語で行いま
す。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月10日

教諭

中学校（英語）教
諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月20日

平30-10084504386号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

中釜 和幸（教育学部附属特別支援学校副校
長）
山之口 和孝（教育学部附属特別支援学校教
頭）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月30日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校・幼保連携型
認定こども園教
諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年7月9日

平30-10084504387号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

中釜 和幸（教育学部附属特別支援学校副校
長）
山之口 和孝（教育学部附属特別支援学校教
頭）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月30日

教諭

幼稚園･幼保連携
型認定こども園
教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月9日

平30-10084504388号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

特別支援教育において、一人一人の教育的ニーズに応じた授業
を具体的にどう進めたらよいかが課題となっている。ここでは、特
中釜 和幸（教育学部附属特別支援学校副校
【選択】特別支援教育における授 別支援教育における授業づくりに必要な特別支援教育の現状や
長）
業づくり（幼・小・中・高等学校教 教育課程の考え方について学ぶとともに、子どもが主体となって
山之口 和孝（教育学部附属特別支援学校教
学習に参加する授業づくりの在り方や、授業や家庭で活用できる
諭、養護教諭対象）
頭）
支援ツールについて取り扱っていく。また，特別支援教育の現状
の中で，心のバリアフリーについても取り扱うこととする。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月31日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校･幼保連携型認
養護教諭
定こども園教諭、
養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月10日

平30-10084504389号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

特別支援教育において、一人一人の教育的ニーズに応じた授業
を具体的にどう進めたらよいかが課題となっている。ここでは、特
中釜 和幸（教育学部附属特別支援学校副校
【選択】特別支援教育における授 別支援教育における授業づくりに必要な特別支援教育の現状や
長）
教育課程の考え方について学ぶとともに、子どもが主体となって
業づくり（特別支援学校教諭対
山之口 和孝（教育学部附属特別支援学校教
学習に参加する授業づくりの在り方や、授業や家庭で活用できる
象）
頭）
支援ツールについて取り扱っていく。また，特別支援教育の現状
の中で，心のバリアフリーについても取り扱うこととする。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月2日

教諭

特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月12日

平30-10084504390号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

本講習では（１）原子核の安定性と放射能，（２）放射線の性質と
物質の相互作用，（３）放射線の生体に与える影響，（４）食物・体
内・環境にある放射性物質・放射線，（５）暮らし・研究に使われて
いる放射線，（６）原子力発電について学び，（７）子供にもできる 中村 祐三（学術研究院理工学域工学系准教
【選択】身の回りの放射線と教育
実験等で放射線教育について検討する．演習と調査については 授）
グループを組んで実施するとともに，議論においてはファシリテー
タを互選し，アクティブラーニング型教育の導入について実践を
兼ねて検討する．

鹿児島県鹿児
島市

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

12,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年8月4日

平30-10084504391号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択】附属中で学ぶ外国語（英
語）科授業設計の基礎・基本

鹿児島大学

特別支援学校の授業におけるＩＣＴの活用について，具体例を用
いながら，各教科の理解を促進するための活用、認知特性や感
【選択】特別支援学校におけるＩＣ 覚機能障害、運動機能障害を補う機器としての活用、意思疎通
Ｔの活用～PowerPointで作る学 の補助的・代替的手段としての活用を紹介する。なお，この講座
では，PowerPointの基礎的な操作方法を演習形式で扱う。演習
校で使える教材作り～
を通して，モデルとなる教材や自作教材を作成し，現場で活用で
きるようにする。

鹿児島大学

【選択】保育園・幼稚園における
特別支援教育

平成28年の障害者差別解消法の施行に伴い，インクルーシブ教
育システム構築のための特別支援教育の推進が課題となってい
る。ここでは，保育園・幼稚園における特別支援教育について，
具体例を用いながら，合理的配慮の観点や障害のある幼児を中
心に考えた際のユニバーサルデザイン化の在り方を取り入れた
支援の方法について取り扱っていく。

鹿児島大学

【選択】食をめぐる文化的背景と
鹿児島県の産業と食

食育をすすめるに当たって、「食をめぐる文化的背景」に関する理
解は必要であり、日本と中国の歴史的かつ文学的な観点から考
察する。さらに、地産地消をすすめる上でも、鹿児島県の農業や
水産業に関する考察は重要である。受講対象者は標記の通りだ
が、食育について関心の高い受講者を希望する。

竹本
授）
土肥
授）
岡田
授）
福田
授）
田口
授）

12時間

平成30年8月25日～
平成30年8月26日

寛秋（鹿児島県立短期大学文学科准教
克己（鹿児島県立短期大学文学科准教
鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月24日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼稚園・小学校・
中学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月3日

平30-10084504392号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

多田 司（鹿児島県立短期大学生活科学科助
教)
町田 和恵（鹿児島県立短期大学生活科学科
准教授）
山下 三香子（鹿児島県立短期大学生活科学
科助教）
中熊 美和（鹿児島県立短期大学生活科学科
助教）
田口 康明（鹿児島県立短期大学商経学科教
授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月27日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼稚園・小学校・
中学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月6日

平30-10084504393号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

北川
村田
塩川
青木

登（鹿児島県立短期大学商経学科准教
忠弘（鹿児島県立短期大学商経学科教
康明（鹿児島県立短期大学商経学科教

鹿児島大学

国が、平成28年に策定した「第3次食育推進基本計画」では、新
たに、若い世代に対する食生活改善の必要性、貧困状況にある
【選択】食育の最新情報、食に関 子どもの増加など食をめぐる社会状況の変化に応じた課題を提
する指導ならびに衛生管理の実 起している。こうした最新事情とともに､今日の児童生徒の食生活
際
の課題について､並びに学校における衛生管理責任者の役割に
ついて考察する。受講対象者は標記の通りだが、食育並びに給
食の管理について関心の高い受講者を希望する。

鹿屋体育大学

【選択】小学校体育を中心とした
指導法

小学校の体育を中心に講習を行う。
講習の内容は、体つくりの「器械運動」及びサッカーを主とした
「ゴール型の球技」を中心に、学習指導要領に基づき講義及び実
技形式で実施する。

鹿児島県鹿屋
市

6時間 平成30年7月23日

教諭

小学校、中学（保
健体育）、高校
（保健体育）教諭

6,000円

20人

平成30年4月18日～
平成30年7月9日

平30-10085506961号

0994-46-4865

http://www.nifs-k.ac.jp

鹿屋体育大学

【選択】小学校体育を中心とした
指導法

小学校の体育を中心に講習を行う。
講習の内容は、水泳とテニスを中心とした体育の実技に関するも 萬久 博敏（スポーツ・武道実践科学系准教授）
鹿児島県鹿屋
のとし、学習指導要領に基づき講義及び実技形式で実施する。 角川 隆明（スポーツ・武道実践科学系講師）
市
履修の認定にあたっては、筆記試験と実技試験の総合成績に
髙橋 仁大（スポーツ・武道実践科学系准教授）
よって評価する。

6時間 平成30年7月30日

教諭

小学校、中学（保
健体育）、高校
（保健体育）教諭

6,000円

20人

平成30年4月18日～
平成30年7月17日

平30-10085506962号

0994-46-4865

http://www.nifs-k.ac.jp

淳一（スポーツ・武道実践科学系教授）
憲亮（スポーツ・武道実践科学系助教）
勝行（スポーツ・武道実践科学系講師）
竜（スポーツ・武道実践科学系助教）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年7月31日

教諭

中学校(保健体
育)、高校(保健体
育)教諭

6,000円

30人

平成30年4月18日～
平成30年7月17日

平30-10085506963号

0994-46-4865

http://www.nifs-k.ac.jp

鹿屋体育大学

長い歴史と伝統を誇る武道ですが、その歴史はあまりよく理解さ
れていません。本講習では、武士の戦闘技法がどうやって柔道
や剣道などの現代武道につながっていったのか、昔の武術流派
鹿児島県鹿屋
【選択】わかりやすい武道の歴史 などの動画や写真を交えて、日本史の流れに沿って学んでいき 中村 勇（スポーツ人文・応用社会科学系講師）
市
ます。今に伝わる伝統の起源が「え？そんな理由？」だったり、い
ろんなエピソードも紹介します。武道経験者や授業担当者はもち
ろん、日本史や格闘技に興味がある方も楽しめる講義です。

鹿屋体育大学

【選択】現代武道の新しい伝統

現代武道は競技化や国際化が進み，本来の武道らしさが失われ
ていると言われることがある．そこで武道の現代的課題につい
て，具体的な事例を検証しながら，これからの時代に適応した新
鹿児島県鹿屋
しい伝統のあり方を探っていきます．講習では，カラー柔道衣問
中村 勇（スポーツ人文・応用社会科学系講師）
市
題，信仰と礼法の問題，柔道界における不祥事・暴力問題などの
事例を取り上げ検証します．必修武道授業の補強となる内容を
含み、武道の教員向けですが、武道や異文化交流に関心がある
方も歓迎します．

6時間 平成30年8月1日

教諭

中学校(保健体
育)、高校(保健体
育)教諭

6,000円

30人

平成30年4月18日～
平成30年7月18日

平30-10085506964号

0994-46-4865

http://www.nifs-k.ac.jp

鹿屋体育大学

【選択】中学校・高校体育を中心
とした指導法

中学校及び高校の体育を中心に講習を行う。
講習の内容は、バレーボールを主とした「ネット型の球技」及び
「海洋スポーツ（水辺の活動）」について学習指導要領に基づき
講義及び実技形式で実施する。海洋スポーツは他の運動と違っ
て、海上でカヌー等を使い学習をします。運動遊びを通して、水に
慣れ親しみながら、自然環境を体感できることが特徴です。また、
生命にかかわることから，安全の心得については必ず取り上げ
ます。
なお、試験の方法は、実技考査にて実施する。

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校、中学校
（保健体育）、高
等学校(保健体
育)教諭

6,000円

20人

平成30年4月18日～
平成30年7月18日

平30-10085506965号

0994-46-4865

http://www.nifs-k.ac.jp

鹿屋体育大学

【選択】中学校・高校体育を中心
とした指導法

中学校及び高校の体育を中心に講習を行う。
松村 勲（スポーツ・武道実践科学系准教授）
鹿児島県鹿屋
講習の内容は、陸上競技（長距離、跳躍）とバスケットボールにつ
小森 大輔（スポーツ・武道実践科学系講師）
市
いて学習指導要領に基づき講義及び実技形式で実施する。
木葉 一総（スポーツ・武道実践科学系准教授）
なお、試験の方法は、筆記考査及び実技考査にて実施する。

6時間 平成30年7月25日

教諭

小学校、中学校
（保健体育）、高
等学校(保健体
育)教諭

6,000円

20人

平成30年4月18日～
平成30年7月11日

平30-10085506966号

0994-46-4865

http://www.nifs-k.ac.jp

6,000円

20人

平成30年4月18日～
平成30年7月17日

平30-10085506967号

0994-46-4865

http://www.nifs-k.ac.jp

6,000円

20人

平成30年4月18日～
平成30年7月19日

平30-10085506968号

0994-46-4865

http://www.nifs-k.ac.jp

鹿屋体育大学

【選択】スポーツ文化の歴史と未
来

濱田
坂中
中村
榮樂

幸二（スポーツ・武道実践科学系教授）
鹿児島県鹿屋
美郷（スポーツ・武道実践科学系助教）
夏実（スポーツ・武道実践科学系准教授） 市
洋光（スポーツ・武道実践科学系講師）

各時代、各社会において、スポーツは人間にどのように関わり、
どのような意味をもってきたのか―スポーツを歴史的に考察する
ことは、スポーツ文化への理解を深め、学校体育の在り方を展望
山田 理恵（スポーツ人文・応用社会科学系教
鹿児島県鹿屋
するうえで有効な手がかりを得ることに繋がります。本講習では、
授）
市
スポーツの歴史を概観し、個別史として日本の伝統スポーツにつ
中村 勇（スポーツ人文・応用社会科学系講師）
いて画像資料を用いて講義します。そして、多様化する現代社会
におけるスポーツ文化の意義と在り方、オリンピズムとオリンピッ
ク･ムーブメントについて考察します。

幼稚園、小学校、
中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）、中等教育
学校、特別支援
学校教諭
6時間 平成30年7月30日

教諭

幼稚園、小学校、
中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）、中等教育
学校、特別支援
学校教諭

鹿屋体育大学

【選択】スポーツ文化の歴史と未
来

各時代、各社会において、スポーツは人間にどのように関わり、
どのような意味をもってきたのか―スポーツを歴史的に考察する
ことは、スポーツ文化への理解を深め、学校体育の在り方を展望
山田 理恵（スポーツ人文・応用社会科学系教
するうえで有効な手がかりを得ることに繋がります。本講習では、
鹿児島県鹿屋
授）
スポーツの歴史を概観し、個別史として日本の伝統スポーツにつ
市
中村 勇（スポーツ人文・応用社会科学系講師）
いて画像資料を用いて講義します。そして、多様化する現代社会
におけるスポーツ文化の意義と在り方、オリンピズムとオリンピッ
ク･ムーブメントについて考察します。

鹿屋体育大学

【選択】安全で楽しく学べる柔道

わかりやすく楽しい柔道授業が展開できる指導方法を教授する。
柔道の事故は、受身の指導法を少しだけ工夫すれば、受傷事故
を防ぐことは可能である。事故防止の観点から独自の理論と特許 濱田 初幸（スポーツ・武道実践科学系教授）
鹿児島県鹿屋
取得柔道衣（初転君・特許第4051450号）を用いて安全で合理的 小山田 和行（スポーツ・武道実践科学系助教） 市
な受身指導法、また、投技技術においても独自の観点から、運動
が苦手な生徒でも学習できる理論と実践法を学ぶことができる。

6時間 平成30年8月4日

教諭

中学校(保健体
育)、高校(保健体
育)教諭

6,000円

25人

平成30年4月18日～
平成30年7月23日

平30-10085506969号

0994-46-4865

http://www.nifs-k.ac.jp

鹿屋体育大学

【選択】小学校体育を中心とした
サッカーを活用とした指導法

サッカーは学校体育の教材として様々な長所のあるボールゲー
ムですが、教員の中には経験があまりない場合や、クラスの中で
技能差が存在する場合には授業を進めていく難しさもあります。
塩川 勝行（スポーツ・武道実践科学系講師）
そこで、日本サッカー協会の「小学校体育サポート」をもとに、学
青木 竜（スポーツ・武道実践科学系助教）
校体育の授業で、効果的に効率よく進めるためのポイント、発育
や目の前の子供達に合わせた課題の設定と発展、１時間を組み
立てるポイント等について講義・実技を行っていきます。

鹿児島県鹿屋
市

6時間 平成30年7月26日

教諭

小学校、中学（保
健体育）、高校
（保健体育）教諭

6,000円

30人

平成30年4月18日～
平成30年7月12日

平30-10085506970号

0994-46-4865

http://www.nifs-k.ac.jp

鹿屋体育大学

【選択】学校保健

学校保健の概要、学齢期の健康状況、疾病異常被患率、体格、
体力などについて統計的手法を用いて客観的に評価し、学校間
比較が可能な演習を行う。また、保健教育、保健管理、学校保健 東 博文（元鹿屋体育大学准教授）
活動、学校給食、障害児の現状、特別支援教育等の関係機関な
どの分野について講義を行う。

鹿児島県鹿屋
市

6時間 平成30年8月3日

教諭
養護教諭

小学校、中学（保
健体育）、高校
（保健体育）教
諭、養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月18日～
平成30年7月20日

平30-10085506971号

0994-46-4865

http://www.nifs-k.ac.jp

鹿屋体育大学

【選択】学校保健

学校保健の概要、学齢期の健康状況、疾病異常被患率、体格、
体力などについて統計的手法を用いて客観的に評価し、学校間 東 博文（元鹿屋体育大学准教授、鹿児島純心
鹿児島県鹿屋
比較が可能な演習を行う。また、保健教育、保健管理、学校保健 女子大学看護栄養学部非常勤講師、鹿児島女
市
活動、学校給食、障害児の現状、特別支援教育等の関係機関な 子短期大学非常勤講師）
どの分野について講義を行う。

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭

小学校、中学（保
健体育）、高校
（保健体育）教
諭、養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月18日～
平成30年7月27日

平30-10085506972号

0994-46-4865

http://www.nifs-k.ac.jp
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6時間 平成30年8月2日

教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

鹿屋体育大学

本講習では，スポーツ科学の様々な見地 (心理学，栄養学，ト
レーニング科学，生理学) から，教育現場における子ども指導に
重要な知見を講義する。具体的な内容として，心理学からは，知
【選択】教育に活かせるスポーツ
能観と子どもの動機づけ、栄養学からは発育発達期における食
科学
事の考え方、トレーニング科学からはトレーニングの原理・原則、
および発育期に適したトレーニング、生理学からは，骨・神経・筋
に関する経年変化について解説する．

琉球大学

この授業では、地域に根ざした国際理解教育の主旨と方法につ
いて学ぶ。沖縄本島で開講することのメリットを生かして、アメラジ
【選択】地域に根差した国際理解 アンスクール・イン・オキナワのサマースクールの見学を行い、現 野入 直美( 法文学部准教授)
場で見えてきたことを踏まえた講義、ワークショップを行う。2日目
教育（琉大編）
は、受講生による模擬授業とワークショップを行い、成績判定の
資料とするとともに、受講生どうしの学び合いを促す。

中本 浩揮（スポーツ人文・応用社会科学系准
教授）
長島 未央子（スポーツ生命科学系講師）
髙井 洋平（スポーツ生命科学系准教授）
與谷 謙吾（スポーツ生命科学系講師）

講習の開催地

時間数

鹿児島県鹿屋
市

講習の期間

6時間 平成30年11月17日

対象職種

主な受講対象者

幼稚園、小学校、
教諭
養護教諭 中学校、高校教
諭
栄養教諭

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

60人

平成30年4月18日～
平成30年11月2日

平30-10085506973号

0994-46-4865

http://www.nifs-k.ac.jp

沖縄県中頭郡
西原町

12時間

平成30年8月1日～
平成30年8月2日

教諭

地域教材、国際
理解教育、参加
14,000円
型学習に関心を
もつ教諭

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505616号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県宮古島
市

12時間

平成30年7月24日～
平成30年7月25日

教諭

地域教材、国際
理解教育、参加
14,000円
型学習に関心を
もつ教諭

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505617号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

この授業では、地域に根ざした国際理解教育の主旨と方法につ
いて学ぶ。宮古島における台湾との交流の現場を訪ねるフィール
ドワークを行う。2日目は、受講生による模擬授業または授業案
の発表を行い、成績判定の資料とするとともに、受講生どうしの
学び合いを促す。

野入 直美( 法文学部准教授)
琉球大学

【選択】地域に根差した国際理解
教育（宮古島編）

兼本はことばの中に潜む文化の楽しさについて、映像を中心に、
人間の体の一部である「足」の文化的意味について講義する。島
袋はウチナーグチ、日本語、英語の発音の魅力について講義を
する。髙良は世界英語という観点から、イギリス英語・アメリカ英
語・カタカナ英語の語彙について講義をする。

兼本 円（法文学部教授)
島袋 盛世(法文学部教授)
高良 宣孝(法文学部准教授)

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月9日

琉球大学

学校現場における児童虐待等への対応を含め様々な課題が増
加する傾向と共に、教職員の短期・長期の離職を予防する必要
【選択】ストレスマネジメントの理 性が高まっている。その予防策の一つとしての教諭自身によるス
論と実践（セルフケア技法：リセッ トレスマネジメントについて、それが必要となる背景やその実際の 本村 真(法文学部教授)
ト等の体験を通して）
理解を深める。具体的に実践可能な技法として、セルフケア技法
であるリセット等を実際に体験し、具体的なストレスマネジメントに
ついての理解を深める。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月21日

琉球大学

選挙は、日本を含む民主制国家において、主権者である国民が
政治に参加する方法の典型である。この授業では学校現場にお
ける主権者教育を念頭に置きながら、選挙を通じて「民意」がど
【選択】 主権者として選挙をいか
のようにつくられるのか、また、投票率や得票率の違いはどのよ 久保 慶明(法文学部准教授)
に学ぶか
うにうまれるのか、政治学の知見をもとにして学んでいく。その
後、受講者間で模擬選挙を実施し、その結果の説明に筆記試験
でとりくむ。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月15日

琉球大学

【選択】ことばと文化の魅力

琉球大学

【選択】地図でみる沖縄の地理

本講習では近世に作成された地図、近代期の地図、現在の地図
を紹介し、それぞれの地図から沖縄の地理（地域の状況や地域
の変化）を読み取る。また，地図を持ってフィールドワークを行
宮内 久光(法文学部教授)
い、地図と現地の照合や景観の読み取りを実習する。このほか、
インターネットから地図画像を入手し、そこからも沖縄の地理を読
み取っていく。

沖縄県石垣市
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6時間 平成30年7月23日

小、中、高等学校
教諭（外国文化に
関心のある教諭）

7,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505618号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

7,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505619号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小学校、中・高等
学校教諭（社会
科担当）

7,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505620号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社会
科担当）、高等学
校教諭（地歴科
担当・工業科担
当）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505621号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505622号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社会
科担当）、高等学
校教諭（地歴科
担当・工業科担
当）

「戦争と平和」に関する諸問題を扱う。具体的には、「戦争を防ぎ
平和を達成するためには、どうすればよいか？」という命題に対し
【選択】現代国際関係の諸問題と
金 成浩(法文学部教授)
て、国際関係論が提示してきたさまざなな「アイデア」を紹介す
その分析
る。また、冷戦後の世界秩序の変容、東アジアの国際関係につ
いても具体的な話をまじえながら、解説する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月10日

教諭

小・中学校教諭
（社会科担当）

7,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505623号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

講義前半においては、労働法がどのようなものなのか、民間企業
における労働契約及び公務員の任用関係について、必要に応じ
て教育職公務員の特殊性にも触れつつ入門的な話をする。後半
【選択】労働法の基礎知識と就職
は、近時話題となっているブラック企業問題をはじめとして生徒が 戸谷 義治(法文学部准教授)
後のトラブル対策
就職後に遭遇しうる職場のトラブルを念頭に置き、労働組合や労
働関係行政機関の役割を中心に労働紛争解決手段について解
説する。

沖縄県石垣市

6時間 平成30年6月2日

教諭

中・高等学校教
諭（社会科、公民
科、就職指導等
担当）

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505624号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

主に小中学校・高等学校における学校教育との関わりの中で博
物館の諸機能を整理し、今日の日本の博物館の現状と教育プロ
【選択】博物館で学ぼう－学校教
グラムを理解する。さらに博物館を活用した学校教育のあり方に 後藤 雅彦（法文学部准教授)
育における博物館の利用
ついて、全国や沖縄の事例をふまえ、博物館の実践的な利用方
法と今後の課題を講義する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月28日

教諭

小学校、中・高等
学校教諭（社会
科、課外活動等
担当）

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505625号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

日本と沖縄の考古学研究の現状と成果に関する概要を講義す
【選択】沖縄県立埋蔵文化財セン る。その上で、主に小学校・中学校・高等学校における学校教材
後藤 雅彦（法文学部准教授)
として、考古学資料を如何に活用することができるか、実践的に
ターで実践する教材づくり
検討する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月2日

教諭

小・中・高等学校
教諭（考古学に関
心のある教諭）

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505626号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

【選択】シュタイナー教育入門

世界中に広がり、各地で高い評価を受けているシュタイナー学
校。（世界に約1000校ある。）テストもない、成績もない。遊んでば
かりいるようで、しっかり学力がついているというユニークな学校
寺石 悦章(法文学部教授)
です。この講習ではシュタイナー教育の根底にある見方・考え方
や人間観を基本に、子どものとらえ方など、そのもっとも基本とな
る部分を紹介します。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月15日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505627号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】シュタイナー教育と学力

どんなに思考力があっても「やろう」という意欲がわかなければ何
もできません。また思いやりの気持ちがなければ、せっかくの思
考力も自分の勝手にしか使われません。強い意志と豊かな感情
寺石 悦章(法文学部教授)
を備えることによって初めて、思考力を十二分に生かすことがで
きます。この講習では、こんな視点から思考・感情・意志について
学びます。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505628号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】学級経営課題(集団作り
や崩壊防止)の体験の分かち合
いと実践への模索

講師はグループ的アプローチを専門としており、受講者がリラック
スし安心できる場を提供します。受講者は体験のシェアや必要に
応じたロールプレイの試みなどから、児童や保護者への関わり方
や学校内の様々な人間関係、抱えている問題解決へのヒントや 水野 良也(法文学部教授)
対応原理を模索します。２日間の利点を活かしながら、ゆったり、
そしてじっくりと、受講者同士が互いに無理なく情報を交換したり
温かく支えあったりする優しい時間を提供したいと考えています。

沖縄県中頭郡
西原町

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

14,000円

12人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505629号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

【選択】こうすればたのしくわかる
日本語～日本語の文と単語のし
くみの指導のあり方～
【選択】こうすればたのしくわかる
日本語～日本語の文と単語のし
くみの指導のあり方～

現代日本語の文法体系(文のしくみ、単語のしくみ）について、現
代の日本語学の観点から講義を行い、小学校、中学校における 村上 三寿（法文学部教授)
国語科の授業の進め方について行う。
現代日本語の文法体系(文のしくみ、単語のしくみ）について、現
代の日本語学の観点から講義を行い、小学校、中学校における 村上 三寿（法文学部教授)
国語科の授業の進め方について行う。

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505630号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505631号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】地図でみる沖縄の地理

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

本講習では近世に作成された地図、近代期の地図、現在の地図
を紹介し、それぞれの地図から沖縄の地理（地域の状況や地域
の変化）を読み取る。また，地図を持ってフィールドワークを行
宮内 久光(法文学部教授)
い、地図と現地の照合や景観の読み取りを実習する。このほか、
インターネットから地図画像を入手し、そこからも沖縄の地理を読
み取っていく。

12時間

平成30年8月16日～
平成30年8月17日

沖縄県宮古島
市

6時間 平成30年7月23日

教諭

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国語
担当）
小学校教諭、中
学校教諭（国語
担当）

琉球大学

人類の進化について現生の霊長類研究から理解するための講
【選択】ヒトはどのように進化した 義を行う。また、多様性の重要性についても学ぶ。夕方からは、
松本 晶子(観光産業科学部教授）
か
実際に動物の観察と記録をおこない、観察方法を学ぶ。どのよう
にヒトの進化を生物で教えるのかについて相互討論をおこなう。

沖縄県沖縄市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科
担当）

7,500円

25人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505632号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

教育振興基本計画（平成20年7月）において我が国の教育の重
要政策の一つに盛り込まれたESD（持続可能な開発のための教
育）について、その背景や推進経緯、取り組みの現状と課題、可
【選択】アクティブ・ラーニングで学
能性を学びます。ESDの特長である未来志向を身につける問題
ぶESD（持続可能な開発のため
大島 順子（観光産業科学部准教授）
解決型のアクティブ・ラーニングの方法を実践的に学び、教育指
の教育）
導の改善に活かします。また、沖縄をテーマにしたESDとSDGs
（持続可能な開発目標）について教材開発の視点から理解を深
めます。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月3日

教諭

小・中・高等学校
教諭(「総合的な
学習の時間」の
進め方に興味・関
心をもつ教諭)

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505633号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

教育振興基本計画（平成20年7月）において我が国の教育の重
要政策の一つに盛り込まれたESD（持続可能な開発のための教
育）について、その背景や推進経緯、取り組みの現状と課題、可
【選択】アクティブ・ラーニングで学
能性を学びます。ESDの特長である未来志向を身につける問題
ぶESD（持続可能な開発のため
大島 順子（観光産業科学部准教授）
解決型のアクティブ・ラーニングの方法を実践的に学び、教育指
の教育）
導の改善に活かします。また、沖縄をテーマにしたESDとSDGs
（持続可能な開発目標）について教材開発の視点から理解を深
めます。

沖縄県宮古島
市

6時間 平成30年8月16日

教諭

小・中・高等学校
教諭(「総合的な
学習の時間」の
進め方に興味・関
心をもつ教諭)

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505634号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

世界的なウェルネス産業・市場の成長を背景に観光立国に続く
新たな日本再興戦略として「健康立国」が掲げられ、健康と観光
の融合による新産業創出や地方創生への期待が高まっている。 荒川 雅志(観光産業科学部教授)
世界的動向を踏まえながら地域の課題解決の糸口となる教育力 相澤 和人（非常勤講師）
の醸成として旅や観光の気づきを活かしたウェルネス健康教育プ
ログラムの開発に資する講義および演習を行う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月6日

教諭

小、中、高等学校
教諭、特別支援
学校教諭

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505635号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

世界自然遺産登録を目指す琉球弧の一地域である沖縄島北部
（やんばる）を対象に、世界遺産の正しい理解と活用のあり方を
大島 順子（観光産業科学部准教授）
【選択】やんばるで学ぶ世界自然
現地でのフィールドワークやアクション・ラーニングを通して学び、
藏滿 逸司（大学院教育学研究科准教授）
遺産学習
世界自然遺産教育の授業モデルづくりと教材開発に取り組むこと
を可能にする講習です。

沖縄県国頭村
与那

6時間 平成30年10月6日

教諭

小・中・高等学校
教諭(「総合的な
学習の時間」の
進め方に興味・関
心をもつ教諭)

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505636号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

星の動きに関する学習を行う際に、指導上の困難事項として指
摘されている「視点移動」（自分から見た太陽や星の運動（日周
【選択】天球儀をつかった星の動 運動，年周運動）と地球外に視点を移動して見た地球の運動（自
きの理解-ICTを簡単に活用して 転，公転）との関係）をどのように児童生徒に習得させるべきかと 吉田 安規良（大学院教育学研究科教授）
いった学習指導上の問題点を把握し、天球儀という古典的教具
いいとこ取りをしよう
を上手に利用した（教具が抱える限界も把握しながら）理科授業
について考える。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月15日

教諭

小学校・中学校
教諭（理科担当）

7,000円

16人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505637号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】新聞を使った教育

新聞は、子どもたちが成長していくさまざまな場面で活用すること
ができる教材である。児童生徒が必要な情報を探して読み内容
を理解したり、新聞に書かれていることを絶対視せず批判的に読 藏滿 逸司（大学院教育学研究科准教授）
む力を身につけたりできるような指導について、理論と具体的な
指導方法を講義と演習を通じて講習する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月8日

教諭

小学校・中学校
教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505638号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】新聞を使った教育

新聞は、子どもたちが成長していくさまざまな場面で活用すること
ができる教材である。児童生徒が必要な情報を探して読み内容
を理解したり、新聞に書かれていることを絶対視せず批判的に読 藏滿 逸司（大学院教育学研究科准教授）
む力を身につけたりできるような指導について、理論と具体的な
指導方法を講義と演習を通じて講習する。

沖縄県石垣市

6時間 平成30年7月28日

教諭

小学校・中学校
教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505639号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

平成29年3月に告示された新しい学習指導要領（外国語活動・外
国語）について理解を深める。また、文部科学省から提供されて
【選択】小学校外国語活動・外国
いる新教材の活用について学ぶ。さらに、小学校における外国語 大城 賢（教育学部教授）
語
活動及び外国語の基本的な指導法を理解する。(小中連携の観
点から中・高等学校英語科教諭も対象とします。）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（英語担当）

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505640号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

東日本大震災以降、放射線に関するリテラシーの向上が求めら
【選択】教員のための放射線講座 れています。本講習では、放射線の基礎的事項について講義や
～身のまわりの放射線利用から 実習を通して理解を深め、N（原子力・放射線）災害時の対応につ 濱田 栄作（教育学部准教授）
いても触れます。また，放射線に関連する社会的課題に対する
災害まで～
教育活動について検討します。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月30日

教諭

小学校教諭・中・
高等学校教諭
（理科・社会科担
当）

7,000円

16人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505641号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

はじめに、LEDの基礎として、LEDの発光原理を説明し、簡易分
光器を用いてLEDと白熱電球の発光の違いを実験により確かめ
【選択】LEDを用いた実験とものづ る。次に、振動力発電を用いたLED点滅実験や簡易LEDランタン
小野寺 清光(教育学部教授)
くり
製作などのものづくりを通し、LEDを点灯・点滅させるための基本
的な構成について、実習を通して習得する。また、小学校からの
LEDの教材への適応性についても検討する。

沖縄県宮古島
市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校教諭・中・
高等学校教諭
（技術・理科・工
業等担当）

7,000円

12人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505642号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

学習指導要領の改訂に伴い、小・中学校全体のカリキュラムを通
して、知識と技能の習得、環境や安全に関する学習を充実させる
ことが求められている。本講習では、年齢に応じたエネルギー教
【選択】エネルギー教育の基礎と 育を行うにあたり、教諭がもつべき知識と技能の強化を目的とし
清水 洋一(教育学部教授)
エネルギー変換教材の製作
ている。午前の部では国内外のエネルギー事情とエネルギー教
育の意義を理解し、エネルギーや変換効率に関する基礎につい
て学ぶ。午後の部では実際にエネルギー変換に関連する教材を
製作し、自ら教材開発ができる技能を学ぶ。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年6月30日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（技術・理科・工
業等担当）

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505643号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

小学校の国語の教科書には、生物を題材とした説明文が数多く
掲載されています。これらの内容は、小学生でも理解できるやさ
しい表現で記述されていますが、小学校理科では取り扱わない 杉尾 幸司(大学院教育学研究科教授)
【選択】小学校の国語教科書に出
沖縄県中頭郡
高度な内容が数多く含まれています。本講習では、教科書の説 宮国 泰史(グローバル教育支援機構特命助教)
てくる生物の不思議
西原町
明文を参照しながら、講義やビデオ映像による解説、簡単な実験
を通して、これらの生物の生態について詳しく解説し、国語と理科
の学習における効果的な連携等について考察します。

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校教諭

7,000円

16人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505644号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教諭､
養護教諭
養護教諭

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505645号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

小・中・高等学校
教諭

7,000円

16人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505646号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】観光とウェルネス健康教
育

琉球大学

琉球大学

琉球大学

【選択】道徳授業を創る

学習指導要領一部改正（平成２７年）により示された「特別の教科
道徳」（道徳科）について解説し、一般的な道徳授業（読み物資料
を用いて登場人物の心情を考えさせ、ねらいとする価値を教える
授業）の問題点を踏まえた上で、「考えること」と「話し合うこと」を 上地 完治(教育学部教授）
中核にした道徳授業のねらいとその重要性について説明し、最
後にこうした道徳授業のあり方について理論的・実践的な観点か
ら受講者全員で検討を加える。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月3日

【選択】五感で感じるくらし

慌しい日常生活（教師としての職業生活）の中で、衣食住に関す
るくらしや自然を直接感じる体験を通して改めて丁寧に見つめ直
してみる。絶対的な正解を持たないくらしや自然について直接体
験し、感じ、考え、互いの良さを認め合う経験の場を設定する。い 國吉 真哉(教育学部教授)
くつかのフィールドワーク・実験・講義を通して感じる内容を、学校
現場での児童・生徒の生活、健康管理、食育等へ丁寧なまなざし
を向ける事の重要性を再確認できる講習です。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月10日
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年7月22日

教諭

小学校教諭・中・
高等学校教諭(家
庭科担当)

7,000円

6人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505647号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月14日

教諭

小・中・高等学校
教諭(保健・体育
担当）

7,000円

12人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505648号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

本講習は、学校体育で扱う教材を中心とし、以下の通り展開す
【選択】体育心理学の運動学習理 る。1．運動学習の基礎理論を理解し、バランス制御学習へ応用 増澤 拓也(教育学部准教授)
する。2．トレーニングの原理原則を理解し，正しいトレーニング方 砂川 力也(教育学部講師)
論とトレーニング実践
法を学習する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月16日

教諭

小・中・高等学校
教諭(保健・体育
担当）

7,000円

12人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505649号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

この授業では、小学生でも学べるドリトルというコンピュータのプ
ログラム言語を学びます。プログラミングは、まず作りたいものが
あり、それに向かって作品を仕上げていくというものづくりです。
【選択】プログラミングは算数的活
その過程で数学や算数の概念を使っていく必要が生じてきて知ら
日熊 隆則(教育学部准教授)
動である（算数教育のゲーム化
ないうちに算数的活動や数学的活動をやっていることになりま
について）
す。(小中連携の観点から中学校教諭も対象とします。また、教科
も特定しませんので、パソコンで日本語入力ができれば、他の基
礎知識はいりません。)

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505650号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】自己成長のためのリフレ
クションについて考える

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月13日

教諭

小・中学校教諭

7,000円

18人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505651号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

植物の構造と機能について身近な植物を例にして解説し、植物
【選択】小学生に伝えたい植物の のからだのつくりについて理解を深めます。また、身近な植物を
用いた実験を行い、実体験を通して植物の世界にふれてもらい
世界
ます。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月29日

教諭

小学校教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505652号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】美しく自然な歌唱のため 美しく自然な声で歌うことができるようになるための、基本的な体
の呼吸法・発声法とギター弾き歌 の柔軟性、姿勢、呼吸法、発声法を学び、ギター弾き歌いの基礎 服部 洋一(教育学部教授)
を学ぶことを通して、音楽の楽しさを学ぶ。
いの基礎

沖縄県石垣市

6時間 平成30年8月16日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽担当）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505653号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

沖縄県産食材を活用しながら、調理学の講義・演習・実験を行
う。午前は調理学の基礎理論、学習指導要領における小・中・高
【選択】沖縄県産食材を活用した
校の教科「家庭」「技術・家庭」食生活領域（調理を中心に）、沖縄
田原 美和(教育学部准教授)
調理学－健康的な食生活をめざ
の食生活の現状と課題を概説し、併せて、健康的な食生活をめ
して－
ざして調理学から取り組める事柄について考究する。午後は、県
産食材を活用した調理学実験を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月10日

教諭
栄養教諭

小・中・高校教諭
（家庭科担当）、
栄養教諭

7,000円

12人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505654号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】小中高におけるノンバー
バルコミュニケーション

児童・生徒間のコミュニケーションと相互理解・協調性を高めるこ
とは、教育上、非常に重要なことであるが、ノンバーバル・コミュニ
服部 洋一(教育学部教授)
ケーションとしてのボディムーブメントによる指導法を体験的に実
松川 夏子(非常勤講師)
習し、それらが児童・生徒たちの個々あるいは集団での表現能力
向上に繋がって行くようにする為の基礎を学ぶ。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月14日

教諭

小・中・高等学校
諭

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505655号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】音楽を創造する力 ～作
曲・編曲の基礎～

「楽譜を正しく読む力」、そして「音楽を“ことば”で伝える力」の基
本から始める。そして、複数のジャンルから音楽作品の楽曲分析
を行い、創造プロセスの疑似体験（模倣創作）を通して作曲・編曲 村田 昌己（教育学部准教授）
法の基礎技術、すなわち「模倣力，創造力、そして創作過程にお
ける問題解決力」の習得を目指す。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月18日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（音楽
担当）

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505656号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

この授業では、小学生でも学べる「ドリトル」というコンピュータの
プログラム言語を学びます。日本語でプログラミングができます。
【選択】はじめてのプログラミング プログラミングは、まず作りたいものがあり、それに向かって作品 日熊 隆則(教育学部准教授)
－小学校プログラミング教育－
を仕上げていくというものづくりです。その過程で論理的思考が養 岡本 牧子(教育学部准教授)
われます。(パソコンで日本語入力ができれば、他の基礎知識は
いりません。)

沖縄県石垣市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505657号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

この授業では、新しい学習指導要領でうたわれているプログラミ
ング教育について考えながら、日本語でプログラミングできる「ド
【選択】中学校におけるプログラミ リトル」というプログラム言語を学びます。実習でのプログラム制
ング教育－プログラミングによる 作を通して中学校技術科だけでなく、数学や理科などの各教科、 岡本 牧子(教育学部准教授)
問題の解決－
小学校・高校との連携を具体的にイメージすることで、普段の授
業づくりに活かすことを目的とします。(プログラムを書いたことが
ないが、プログラミング教育に興味のある方も大歓迎です。)

沖縄県石垣市

6時間 平成30年8月11日

教諭

中学校教諭

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505658号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月4日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援教諭

7,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505659号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月22日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭(保
健・体育担当)

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505660号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

講習の概要

担当講師

講習の開催地

琉球大学

沖縄県の衣生活の特徴を再考・認識し、衣服製作の技能を高め
る。具体的には、家庭科衣生活領域における題材のあり方を考
【選択】家庭科衣生活領域の見直
える。そして簡単にできるデザインの衣服を製作する。紅型の技 松本 由香(教育学部教授)
し―布の型染めと衣服製作―
術を応用した型染めで文様を施すことで、服飾デザイン・縫製・仕
立て・型染めの技術・教育能力を養う。

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

本講習は、学校体育で扱う教材を中心とし、以下の通り展開す
【選択】体育心理学の運動学習理 る。1．運動学習の基礎理論を理解し、バランス制御学習へ応用 増澤 拓也(教育学部准教授)
する。2．トレーニングの原理原則を理解し，正しいトレーニング方 砂川 力也(教育学部講師)
論とトレーニング実践
法を学習する。

琉球大学

本講習会では、自己成長のためのリフレクションとは何かをしる。
また、実際の大学生の模擬授業を参観し、より良い授業について 小林 稔(大学院教育学研究科教授)
個人やグループで考え、意見交換ならびに提案する。

齊藤 由紀子(教育学部准教授)

琉球大学

【選択】特別支援学級（学校）や
幼稚園で活用できる音楽遊び

特別な支援を必要とする児童・生徒の音楽指導ができるようにな
ることを目的に、抗議と演習を組み合わせた内容を実施する。午
前中は、「特別支援の視点」「指導の観点」の理解を深めるため
シャイヤステ 榮子(教育学部准教授)
の講義と、発声（話言葉・歌唱）等の実技演習を行う。午後は、特
杉尾 和美(非常勤講師)
別支援学級（学校）等で活用できる教材や楽器の紹介と、実際に
教材作成にも取り組む。総括となる講義で、特別支援の指導の
観点についても確認し、今後の教育実践に役立てる内容とする。

琉球大学

【選択】球技スポーツ指導論

これまでの自分の体育・スポーツ指導に関する指導法をグルー
プディスカッションにより相互検討するとともに、最新の体育・ス
ポーツ指導理論を学習し、保健体育における教授法のレベル
三輪 一義(教育学部教授)
アップを図ることを目的とする。また、球技スポーツにおける系統
的指導法を、ハンドボール競技を中心に習得することをねらいと
する。
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電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援等学校教
諭

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505661号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県那覇市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校教諭(理
科・総合学習担
当)

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505662号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

理科の総合的な学習の時間において活用可能な沖縄の自然環
境の特徴と魅力を、市街地の中にありながら石灰岩地の森の自
藤井 晴彦（非常勤講師）
【選択】小学生に伝えたい身近な
然が残る末吉公園でのフィールドワークと実習、講義を通して楽
佐藤 寛之（非常勤講師）
自然の魅力と不思議
しく学び、身近な生物教材への理解を深めることで、子どもたちに
伝えたい郷土の自然について考察する。

沖縄県那覇市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小学校教諭(理
科・総合学習担
当)

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505663号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

子どもの描画には、その子が伝えたい様々な思いが表現されて
います。その思いを教師が描画を通して受け止めることができた
ならば、その子に寄り添った関わりができると考えます。この講義
【選択】子どもの心に触れる描画
では、様々な描画法（家族画、学校画、自画像、自由画）につい 平田 幹夫（教職センター教授）
心理学
て事例を交えながら、描画の解釈について講義します。また、受
講生の皆さんが持参された描画についてもアセスメントを行い、
描画心理学の面白さを講義していきたい。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年6月9日

教諭

幼・小・中学校教
諭

7,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505664号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」のある授業
づくりが求められています。実施した指導案を持ち寄り、その視
【選択】小中学校における「主体 点で再検討・再構想し、模擬授業を行うことで、教師の授業力が
的・対話的で深い学び」につなが 身に付くと考えています。今回の講習では、国語担当教諭を対象 上江洲 朝男(教職センター講師)
に国語授業のあり方、解決法を多面的に示すことで、先生方の
る国語科授業づくり
発想や創意工夫を生かせるようにし、協働で行う教材研究や授
業づくりの楽しさや主体的に学ぶ実感を伝えられる講習です。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年6月9日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国語
担当）

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505665号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年6月30日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505666号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭

小学校教諭及び
養護教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505667号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月16日

教諭

小・中・高等学校
教諭（総合学習に
関心のある教諭）

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505668号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505669号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

講習の概要

担当講師

講習の開催地

琉球大学

本講習では、教育評価とは何か、その中で含まれた実践的な方
法論として何があるのか、これらの質問を答えるための理論と実
【選択】教科横断的な視点から指 践を解説します。特に、逆向き設計論に基づくカリキュラム設計と
導と評価をデザインする理論と方 その中で様々な知識・技能を総合して使いこなすことが可能とな 鄭 谷心(教育学部講師)
る活用力を求めるようなパフォーマンス課題の作り方をワーク
法
ショップを通して体験し、思考力・判断力・表現力を育む指導と評
価の在り方を追究する。

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

理科の総合的な学習の時間において活用可能な沖縄の自然環
境の特徴と魅力を、市街地の中にありながら石灰岩地の森の自
藤井 晴彦（非常勤講師）
【選択】小学生に伝えたい身近な
然が残る末吉公園でのフィールドワークと実習、講義を通して楽
佐藤 寛之（非常勤講師）
自然の魅力と不思議
しく学び、身近な生物教材への理解を深めることで、子どもたちに
伝えたい郷土の自然について考察する。

琉球大学

教師自身が自分の声について知り、その声を活用することで表
現の幅が広がることを実感してもらえるように、スキルを身に付け
てもらう講習です。そのことによって、教材の持つ良さを伝えた
り、文学などの世界を味わわせることができると考えています。ま
上江洲 朝男（教職センター講師）
た、幼児児童生徒への音読や朗読、群読指導に生かせる表現ス
キルも講習内容に織り込むことで、授業力向上にもつながりま
す。さらに、表現力のスキルアップをすることで、より豊かな教師
生活が送れるような学びがいのある講習です。

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

琉球大学

【選択】朗読や音読等、声と言葉
による表現スキル

琉球大学

午前中は、子供のこころとからだの発育発達およびスポーツ心理
学・生理学の基礎理論についてアップ・ツー・デートな話題を交え
た講義を行う。午後は、子供を対象とするスポーツ・運動指導の
【選択】子供のスポーツ医科学最
遠藤 洋志(教育学部教授)
現場で活用可能なスポーツ心理学・生理学分野の実験・演習（メ
新事情
宮城 政也(教育学部准教授)
ンタルトレーニング、運動時の心身の疲労度、熱中症や過呼吸へ
の対応、運動強度の決定法など）を行い、科学データに基づくス
ポーツ・運動指導の在り方について協議する。

琉球大学

【選択】学力づくりと地域の教材
化を通した学校、家庭並びに地
域の連携及び協働

琉球大学

ストレスの本質理解、ストレスマネジメント教育の必要性および実
【選択】学校におけるストレスマネ 践方法を中心に講義、演習を行う。また、学校における授業介入
宮城 政也(教育学部准教授)
ジメント教育の理論と実際
事例の紹介を行い、各校種や学校課題に応じた、より効果的な
教育方法についても討議を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月3日

琉球大学

2017年学習指導要領改訂の理念、『主体的・対話的で深い学び』
を体験し、実感してもらうことがねらいである。その内容として、沖
【選択】主体的・対話的で深い学 縄琉球前近代史をとりあげた。現代的な意味を持つ問いを基軸
びの創造－琉球前近代史を味わ に、基本的な事実と研究（言説）にもとづき、受講者が自分の考 里井 洋一(教育学部教授)
う
えを構築する。さらに、二つの新たな資料と言説を用意し、２グ
ループに分け、それぞれのグループで理解しあい、その後互いに
説明し合う。その後、互いにその修正された知見を交流し合う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月22日

教諭

小・中・高等学校
教諭

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505670号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

予防医学の実践方法である疫学を学び、学校現場において質問
紙調査や得られたデータを統計解析を用いて分析する能力を身
に着け、学校現場における児童生徒の学力及び体力の向上、健
【選択】養護教諭のための疫学入
康増進及びメンタルヘルス改善に向けた疫学の実践力を養うた
門（これであなたも諸葛孔明にな
笹澤 吉明(教育学部准教授)
めの講習である。根拠に基づく教育（evidence based education）
ろう）
の実践が可能となり、統計処理など教育の情報化に対応し、予
防医学の最前線である養護教諭がいじめ、不登校の応用例を学
ぶことは意義深い。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月8日

養護教諭

養護教諭

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505671号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

本講習では、学力づくりと地域の教材化という二つの観点から、
家庭並びに地域の連携及び協働のあり方を具体的に検討してい
きます。併せて、学校、家庭の連携を機軸にした学力づくりの方
白尾 裕志(大学院教育学研究科准教授)
法と地域との連携・協働を意識した必要な教材開発の方法ならび
に教科外活動（総合的な学習の時間等）の活用について、検討し
ていきます。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（保健・体育担
当）

7,000円

18人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505672号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月16日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校教諭（理
科担当）

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505673号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月11日

教諭

小学校教諭（外
国語活動担当）、
中・高等学校教
諭（英語担当）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505674号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

現在、「しまくとぅば」の継承が危機的状況にあることから、沖縄
県、あるいは、市町村単位でも保存、継承に向けた様々な取組
【選択】「しまくとぅば」概説―現状 がなされています。また学校教育においても、「しまくとぅば」を
扱ってほしいという高い要望が、沖縄県民意識調査で示されてい 中本 謙（教育学部教授）
と指導する視点も含めて―
ます。このような状況を踏まえ、言語学に基づく「しまくとぅば」指
導の背景となる知識を深めます。また「しまくとぅば」の魅力や継
承の現状等についても具体的にみていきます。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（国語担当）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505675号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

前半は、アクティブ・ラーニング及び批判的思考に関する理解を
深めるために、アクティブ・ラーニング及び批判的思考についての
【選択】家庭科におけるアクティ
基礎的な内容を中心に扱い講義・演習を行う。後半は、授業実践
土屋 善和（教育学部講師）
ブ・ラーニングの視点を取り入れ
例を基に、アクティブ・ラーニングの視点を取り入れた批判的思考
た批判的思考を促す授業の検討
を促す家庭科の学習について具体的な授業を想定して検討す
る。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月8日

教諭

中・高等学校教
諭(家庭科担当）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505676号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

線形空間に絶対値のようなものノルムを定義することがあるが、
その際に、ミンコフスキーの不等式が必要となる。本講習では、
具体的な線形空間を考え、その線形空間にノルムを定める際に
【選択】ヘルダーの不等式とミンコ
必要となるミンコフスキーの不等式、そのための準備で必要にな 小高 一則（理学部教授)
フスキーの不等式について
るヘルダーの不等式について述べ、その証明の仕方を考える。
それを通して、中学、高校などで数学を教える際の基本となる事
柄について再確認する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年9月1日

教諭

中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505677号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】方程式の話

方程式と呼ばれるものの種類, (代数)方程式と関数の関係, 方程
式の解法と数学の発展(数体系の拡大)の歴史, 代数方程式の根
菅 修一（理学部准教授)
と係数の関係を述べた後, 3次方程式の代数的解法を解説し, そ
の意味やなぜこれが中等教育で教えられないかの理由を述べる.

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月4日

教諭

中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505678号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

整数の四則計算は，計算の道具として無意識のうちに使ってい
る。講義では，整数の簡単な性質を使うことによって，一見易しそ
【選択】整数の四則計算と多面体
うに見えるが，奥の深い整数の問題や論理的に考える問題を紹 前田 高士（理学部教授)
2018
介する。簡単な多面体の図形を作り手で触れることによって，空
間図形の性質を実感してもらう。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月17日

教諭

中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505679号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】確率統計の話題から -高 ド・メレの分配問題やモンティ・ホールの3ドア問題などを題材に
校数学I, Aに関連した話題を中心 高校数学I，Aにおける確率統計の計算の重要性を概観する。（中 杉浦 誠（理学部准教授)
に高連携の観点から中学校教諭（数学科担当)も対象とします。）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月18日

教諭

中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505680号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月29日

教諭

中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505681号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月9日

教諭

中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505682号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月21日

教諭

小・中・高等学校
教諭（理科担当、
実験・物理に関心
のある教諭）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505683号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月18日

教諭

小・中・高等学校
教諭（生活・理
科・環境教育担
当）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505684号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

担当講師

講習の開催地

琉球大学

受講生にサッカーに必要な基本的スキルであるキック、トラップ、
ドリブル、ヘディング、リフティング等の技術を習得させ、集団戦
術・スキルへと応用して、質の高いゲームを実践できる能力を身
【選択】目からうろこのサッカー指 につけさせる。指導者自身がこれらのスキルを獲得し、生徒に自
笹澤 吉明(教育学部准教授)
信を持って試技を見せながら指導することは、サッカーの特性で
導
ある比較的器用な手（腕）を使えない種目を指導する上で必要不
可欠であり、その指導力を身につけることによって、生徒たちの
ゲームの質を高め楽しませることができる。

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

【選択】子どもに伝えたい身近な
自然：理科、生活科のための自
然観察と標本作成

大学キャンパス内を散策して、大学内に見られる動物や植物を観
富永 篤(教育学部准教授)
察し、沖縄の身近な環境にみられる動物、植物についての理解
佐藤 寛之(非常勤講師)
を深めます。また、昆虫や植物を採集し、実験室内でよく観察し、
昆虫標本や植物の葉脈標本作りを行います。
本講習では、中学校・高等学校の学習指導要領で求められてい
るコミュニケーション活動（特にスピーキング）の評価をはじめ、よ
りよいテストを作成するための基本的な考え方について講義を行
う。また、理論をもとにスピーキングテストにおける評価基準の作 深澤 真（教育学部准教授）
成や実際の評価演習を通して、理論に基づいたパフォーマンス
評価の実践的力を高める。（小学校教諭で外国語活動担当を
行っている教諭も可能です。）

琉球大学

【選択】中学校・高校における英
語スピーキング評価の理論と実
践

講習の概要

複素数の基本的な性質の復習からはじめて、複素数による平面
直線の表示、複素数による初等幾何の定理の証明を扱う。こう
いった内容は大学における講義でとりあげられることは稀である
佃 修一（理学部教授)
が、ある種の初等幾何の問題には強力な手法であるのみなら
ず、複素数平面に親しむための題材としてもおもしろいものであ
ろう。

琉球大学

【選択】複素数と平面幾何

琉球大学

古典力学は日常的なレベルでの物体の運動を記述する法則であ
り、その記述は数学的には微分方程式を用いてなされる。まず初
等関数、特に三角関数および逆三角関数についてその性質を復
【選択】振り子の運動と楕円関数
眞野 智行（理学部准教授)
習する。三角関数の性質を基にその一部を拡張することにより楕
円関数が導入される。楕円関数の諸性質を述べた後、応用として
振り子の運動が楕円関数を用いて記述されることを解説する。

琉球大学

【選択】実験で学ぶ物理現象

１名または２名グループで実験器具を用いて物理実験を行う。得
られたデータを解析し、実験を行った課題の物理現象を理解し、
同時に測定誤差の取り扱いについて学ぶ。具体的には得られた 深水 孝則（理学部教授)
データを処理し、測定結果を誤差と共に報告する。解析の際には 阿曽 尚文（理学部教授)
基本的な数学の知識を必要とする。受講者が通常の教育現場で
実験を実践できるように実習を行う。

琉球大学

【選択】琉球列島の成り立ち（野
外地質巡検）

琉球列島の島々がどのようにして形成されたのかについて、代表
的な地層や地形を観察しながら解説する。特に (1) 沖縄本島中
南部地域に分布する地層（泥岩や石灰岩）から読み取れる沖縄 藤田 和彦（理学部教授)
島の形成過程と、(2) 海岸地形から読み取れる沖縄の沿岸環境
の変遷について勉強する。最後に筆記試験を行う。
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電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

琉球大学

光と物質は相互作用して様々な現象（色や化学変化など）を引き
起こす。本講習では身近な例と特徴・考え方を紹介するが、理科
教育を中心に、環境教育（光エネルギー利用）、保健教育（光の
漢那 洋子（理学部教授)
【選択】光と物質―色と化学変化
人体への作用）、芸術教育（色と関連深い）、産業教育（光技術・
―
生産）など、学校教育の様々な場面で活かせる内容が多く含まれ
る。受講者には、これらを題材に科学的思考を学び、各々の立場
から教材としての活用、取扱い、展開を考えてもらう。

沖縄県石垣市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（理科
担当）

7,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505685号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】生物の多様性と保全

豊かな自然に恵まれた沖縄では、生物の多様性とその保全につ
いての理解は重要である。しかし、誤った理解から保全を目指し
た活動が生物多様性を撹乱してしまう事態も生じている。本講習 広瀬 裕一（理学部教授)
では教員が生物多様性と保全について、児童生徒に（生物学的 中西 希（非常勤講師）
に）正しい考え方を指導するための基礎知識を、主に沖縄の自然
を事例として取り上げる。また、糞の分析を通して食性の多様性
を考える実習を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月16日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（理科担当）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505686号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】分子・細胞レベルから生
物を考える

午前中は、生物学とは何かという問いかけを踏まえて、基礎的な
大瀧 丈二（理学部准教授)
内容を中心に、多細胞生物における生理現象を含めて、講義を
平良 渉（研究基盤センター研究支援員）
行う。午後は、より具体的に、ゲノム研究など、いくつかの研究事
例を紹介する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月11日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（理科担当）

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505687号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】保健室経営を見直そう

学校教育活動における学校保健計画の立案や実践に、養護教
諭としてこれまでどのように関与してきたかを振り返る機会とす
る。講義内容としては、「学校保健計画」と「保健室経営計画」との
和氣 則江(医学部保健学科講師）
関連や違い、保健室の運営を効果的に行うための計画・評価の
喜久川 美沢（非常勤講師）
仕方等である。また、各自が勤務している学校の「学校保健計
画」「保健室経営計画」を基に情報交換を行い、実践に役立つ講
習です。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月8日

養護教諭

養護教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505688号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

特別支援学校に限らず、今日の学校現場には、さまざまな病気
や障がいを抱えた子どもたち、さらには医療的ケアを必要とする
【選択】特別支援教育における養 子どもたちが在籍している。そのような子どもたちへの教育にお
ける課題を概説し、その中における養護教諭としての役割を考究
護教諭の役割
する。さらに学校で医療的ケアを実施するうえで留意すべき点を
おさえるとともに、基礎的な実技演習を行う。

和氣 則江（医学部保健学科講師)
豊里 竹彦（医学部保健学科教授)
儀間 繼子（医学部保健学科助教）
喜久川 美沢（非常勤講師）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月7日

養護教諭

養護教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505689号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】小児の性教育

午前中は、乳幼児期及び学童期の成長発達に関する講義を行
う。
午後は、性教育の実際について講義し、演習を行う。
子どもの体や性を大切にするために、幼児時期から学童期にか
けて、思春期の前段階の性について討議し、性教育について振
り返る。

儀間 繼子（医学部保健学科助教）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月21日

教諭
養護教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、養護
教諭

7,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505690号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】小児の健康の維持、増進

午前中は、乳幼児期及び学童期の成長発達に関する講義を行
う。
午後は、小児のバイタルサインの特徴について講義し、その後測
儀間 繼子（医学部保健学科助教）
定方法の実際について演習を行う。
参加者を小グループに分け、小児の人形（乳児、幼児、学童、バ
イタルサイン測定人形）を用いて、講義・演習を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月11日

教諭
養護教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、養護
教諭

7,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505691号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】授業に活かせるマルチメ
ディア教材のつくりかた

本講習では、まずマルチメディアの活用における教育工学の重
要性について説明します。そして、マルチメディ ア活用の動向に
ついて解説すると共に、マルチメディ ア教材の作成について実践
姜 東植（工学部准教授）
的に学びます。また、インターネット上から取得可能な学習指導
用の教材コンテンツ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。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月14日

教諭

小・中・高等学校
教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505692号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】身近なさび

腐食（さび）は，金属が環境との化学的相互作用により劣化する
現象であり，自動車が錆びる等，身近に生じる現象である。その
さびの基本である酸化（アノード）反応，還元（カソード）反応につ
押川 渡（工学部教授）
いて概説し，種々の金属におけるさびの形態（均一腐食および局
部腐食）について講義する。後半は，局部電池をモデルとした実
験で現象を確認し，理解を深める。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月28日

教諭

高等学校教諭
（工業）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505693号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】音とことばの実験室

音声の物理的、生理的、心理的、言語的各側面について、生徒
の関心を引きそうな話題を提供する。講義はできるだけ実験を実
演することにより行う。テーマは以下の通り。芭蕉の世界と静けさ
の音、美しい歌声とは、気管と食道がつながっているおかげで、 高良 富夫（工学部教授）
沖縄県は言語のガラパゴス諸島、2通りに聞こえる奇妙な声、古
い話しことばを再現する、言語獲得のモデル、琉球語やアジアの
言葉の音声合成、自分で進化していく機械。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月15日

教諭

中学校教諭、高
等学校教諭

7,800円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505694号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】沖縄の建築文化

12世紀のグスク時代から現代に至る沖縄建築の歴史において主
小倉 暢之（工学部教授）
要な様式とその成立背景、及び技術的特色について講述する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（社会担当・美術
担当・建築担当）

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505695号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

国内外のエネルギー事情を二酸化炭素排出量や化石燃料消費
【選択】国内外のエネルギー事情 量を基に講義する。また、再生可能エネルギーを活用するための
千住 智信（工学部教授）
と再生可能エネルギー変換機器 電力変換器の基礎を学ぶと共に電力変換器の作成実習を通して
再生可能エネルギーの特徴や活用方法を具体的に学ぶ。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年9月2日

教諭

中・高等学校（理
科・社会担当）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505696号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

琉球大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

沖縄県内小学校の教室はオープンスペース型が多く採用されて
おり、実に中南部の学校の半数を占めている。しかし、本土の学
校においては取りやめているのが現状である。筆者はこれまで、
【選択】音環境教育を教育現場に
教室内音響調査、アンケート調査を実施し、オープンスペース型 渡嘉敷 健（工学部准教授）
取り入れる
教室の問題点を指摘しており、これまで得られたデータをもとに、
音響教育の重要性を受講者の皆さんに示し、相互の意見交換を
行う。
エレクトロニクス社会を支えている半導体の役割を講義する。半
導体はブラックボックスであるが、特徴をわかりやすく説明する。
（メモリ、液晶パネルなど）応用をもとに、社会に有益、害な面に
関して討論の時間をとり、文系教師も理解できるようわかりやすく
伝える。1.半導体の役割を、小中高学校の教師に丁寧に講義す 野口 隆（工学部教授）
る。2.便利になった携帯電話・スマホ、PC等の社会との関わり、モ
ラルや小中高生教育への影響も含めて講義する。３．ハードウェ
アの初等的理解のみでなくネット、情報の発展の影響を考える機
会を与える。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年9月8日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

7,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505697号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月22日

教諭

小・中・高等学校
教諭

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505698号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】半導体のやさしい理解、
社会での役割と課題

琉球大学

アインシュタインの相対性理論を一つの題材として、科学的思考
法の演習を行う。科学的な世界観、数学や物理を学ぶことが必
【選択】アインシュタインの相対性
要か、数式は我々の考え方にどのように生かされていくかを、習 仲座 栄三(工学部教授）
理論を題材とした科学的思考法
得する。内容は中学校で学ぶ数学や理科の程度であるが、そこ
に含まれる深い思考を掘り起こす。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月5日

教諭

中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505699号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

まず、講義において、沖縄の牛、豚、鶏肉等の食肉生産の現状を
【選択】畜産食品加工の理論と技 概説する。次に、基本的な食肉加工技術とその原理を説明する。 伊村 嘉美（農学部准教授）
さらに、代表的な食肉加工品であるハム、ソーセージ及びベーコ 川本 康博（農学部教授）
術
ンの加工実習を行い、畜産食肉加工の理論と技術を習得する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（理科・農業担
当）

7,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505700号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

陸上の高等植物は根・茎・葉からなり、樹木は茎を特別に発達さ
せて幹をつくる。細胞分裂をする組織が巧みな位置にあって、動
【選択】樹木のかたちとつくりー森 物に比べて非常に単純だが合理的なからだを形成していく。こう
が繁栄し、木造が建築や素材に した樹木のかたちとつくりを、講義と観察で理解する。それらが、 亀山 統一（農学部助教）
樹木の長い寿命、陸上での繁栄、木材や和紙の耐久性など様々
使われてきた理由を考えるー
な面にどうつながっているのか、子どもにも分かる用語・方法や
論理の流れで、指導し、発問し、議論し、理解していく。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月23日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（理科・技術・農
業担当）

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505701号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

島嶼県沖縄における人々の暮らしと水との関わりについて、
フィールドワークを通じて世界の水事情を紹介した上で、歴史・文
化面からの水との関わり、沖縄本島の水資源の賦存状況、水利
【選択】沖縄における人々の暮ら
用の現状、渇水と水資源開発の歴史について概説する。さらに、
中野 拓治（農学部教授）
しと水との関わりを考える（フィー
水源地域における自然環境やその魅力を活かした地域の取組
ルド編）
みやこれらを活用した学習について紹介する。最後に、持続的な
水源地域（やんばる）の保全と地域の発展について、課題と解決
策について参加者相互による討議を行う。

沖縄県名護市

6時間 平成30年7月24日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（総合学習・理
科・社会科担当）

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505702号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

島嶼県沖縄における人々の暮らしと水との関わりについて、
フィールドワークを通じて世界の水事情を紹介した上で、歴史・文
化面からの水との関わり、沖縄本島の水資源の賦存状況、水利
【選択】沖縄における人々の暮ら
用の現状、渇水と水資源開発の歴史について概説する。さらに、
しと水との関わりを考える（フィー
中野 拓治（農学部教授）
水源地域における自然環境やその魅力を活かした地域の取組
ルド編）
みやこれらを活用した学習について紹介する。最後に、持続的な
水源地域（やんばる）の保全と地域の発展について、課題と解決
策について参加者相互による討議を行う。

沖縄県国頭郡
金武町

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（総合学習・理
科・社会科担当）

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505703号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】栄養教諭の職務内容

栄養教諭として、（１）食に関する指導と、（２）学校給食の管理を
一体のものとしたその職務内容の習得を目的にした講習です。

栄養教諭

栄養教諭

14,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505704号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】農業・環境における土壌
の役割

午前の最初の講義で基礎的な土壌の特性について解説し、その
後に農業における土壌の役割(養分保持、保水機能など)、環境
における土壌の役割(炭素蓄積、河川水の水質など)について解 金城 和俊（農学部准教授）
説し、土壌の重要な役割について理解度を深める内容の講習で
す。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月9日

教諭

中・高等学校教
諭（技術・理科・,
農業担当）

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505705号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】 食と栄養に関する基礎
実験

受講生が基礎知識としてすでに身につけている思われる個々の
食品成分や栄養素の機能性について整理する。さらにエネル
大西 竜子(農学部准教授)
ギー源として最も基本的な栄養素である糖質を取り上げ、消化や
代謝に関連する基礎的な実験を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年7月28日

小・中・高等学校
教諭
教諭（食育、給食
栄養教諭 指導、家庭科担
当）、栄養教諭

7,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505706号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

幼児期～思春期まで途切れない食育推進をするために、学校給
【選択】栄養教諭と連携した学校
食を生きた教材として活用し、学校・家庭・地域と連携を進めるこ
における食育推進～学校・家庭・
森山 克子（農学部准教授）
とができる食育の在り方を栄養教諭と活用したコミニュケーション
地域との連携をめざして～
能力や調整力など講義・演習を通して身につける。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月8日

教諭
栄養教諭

小学校教諭（食
育、給食指導担
当）、栄養教諭

7,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505707号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】３歳児からの食育推進
～人生の選択は3歳児が一人で
作るクッキングから～

食育の基本的考え方を学びます。発達段階の応じた食育の推進
の在り方を3歳児子どもシェフクラブの実践からアプローチの仕
森山 克子（農学部准教授）
方、考え方、実践力を身に付けることできる。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月11日

教諭
栄養教諭

幼稚園教諭、栄
養教諭、幼稚園
教員免許状をお
持ちの現職保育

7,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505708号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

森山 克子（農学部准教授）、
宮城 一菜（農学部准教授）

沖縄県中頭郡
西原町

12時間
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平成30年7月26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（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

残念ながら沖縄県は学力の低い地域として知られている。2007
年から始まった文部科学省による「全国学力・学習状況調査」の
順位は、小学生、中学生ともに全国最下位であった。2014年から
小学生は最下位から脱したが、中学生は最下位のままであり、
西本 裕輝（グローバル教育支援機構准教授）
深刻な状況が続いていると言える。本講義では、なぜ沖縄県の
子どもたちの学力は低いのか、学力向上のためには何が必要か
について、基本的生活習慣（食育、睡眠、運動等）や親子関係を
キーワードとしてさなざまな角度から考察していく。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

小、中、高等学校
教諭
養護教諭 教諭、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国語
担当）

14,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505710号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国語
担当）

14,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505711号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国語
担当）

14,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505712号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成30年8月11日

教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505713号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県宮古島
市

6時間 平成30年7月26日

教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505714号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月15日

教諭

小学校教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505715号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月16日

教諭

中学校教諭、高
等学校教諭(技
術・理科・数学担
当)

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505716号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭，高校
教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505717号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成30年7月1日

教諭

小・中・高等学校
教諭(音楽、課外
活動等で琉球舞
踊を取り入れよう
としている教諭）

7,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505718号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

平成30年7月14日～
平成30年7月15日

教諭

琉球大学

音節文字としての仮名文字および単語文字としての漢字の文字
論上の特性に従った体系的指導は、日本語の体系性と面白さに
児童の目を開かせ、世界で最も複雑な字体と複数の読みを持つ
【選択】入門期の体系的な仮名文
漢字の特性を知ることで生徒が自ら漢字を学び続ける力を得るこ 狩俣 繁久（法文学部教授）
字指導と漢字指導
とを保証する。体系的な仮名文字指導が漢字指導の基礎となる
こと、仮名文字と漢字の文字論上の特性を解説し、「習うより慣れ
ろ」ではない体系的な漢字指導の方法を講義する。

沖縄県宮古島
市

12時間

平成30年8月18日～
平成30年8月19日

琉球大学

音節文字としての仮名文字および単語文字としての漢字の文字
論上の特性に従った体系的指導は、日本語の体系性と面白さに
児童の目を開かせ、世界で最も複雑な字体と複数の読みを持つ
【選択】入門期の体系的な仮名文
漢字の特性を知ることで生徒が自ら漢字を学び続ける力を得るこ 狩俣 繁久（法文学部教授）
字指導と漢字指導
とを保証する。体系的な仮名文字指導が漢字指導の基礎となる
こと、仮名文字と漢字の文字論上の特性を解説し、「習うより慣れ
ろ」ではない体系的な漢字指導の方法を講義する。

沖縄県中頭郡
西原町

12時間

平成30年8月11日～
平成30年8月12日

琉球大学

臨床動作法は、「自立活動」の方法の一つとして、ひろく特別支援
学校で用いられているわが国で開発された教育方法です。開発
の初期は肢体不自由者(児)を対象としていましたが、研究が進む
古川 卓（保健管理センター教授）
【選択】教育に生かす動作法と心
中で知的障がいや情緒障がいなどでも効果が見られ、現在では
平山 篤史（非常勤講師）
理リハビリテイションキャンプ
障がいのある・なしにかかわりなく汎用性の高い方法であること
がわかりました。本講習では動作法の歴史と基本的な考え方、主
要な技法について、講義と実習を通じて講習します。

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

臨床動作法は、「自立活動」の方法の一つとして、ひろく特別支援
学校で用いられているわが国で開発された教育方法です。開発
【選択】教育に生かす動作法と心 の初期は肢体不自由者(児)を対象としていましたが、研究が進む
古川 卓（保健管理センター教授）
理リハビリテイションキャンプ（宮 中で知的障がいや情緒障がいなどでも効果が見られ、現在では
平山 篤史（非常勤講師）
古島編）
障がいのある・なしにかかわりなく汎用性の高い方法であること
がわかりました。本講習では動作法の歴史と基本的な考え方、主
要な技法について、講義と実習を通じて講習します。

午前中は，ファシリテーションが生み出す学習スピード向上や自
律的行動促進などの効果や，ファシリテーションで用いられる対
【選択】教師のためのファシリテー
人関係スキルや合意形成スキルなどについて学習します。午後
ション
は，ファシリテーションを実際に体験していただき，各受講者が
とった態度や行動についてディスカッションします。

琉球大学

【選択】琉球舞踊の概論と実技

井川 浩輔（観光産業科学部准教授）

ＵＲＬ

http://www.uryukyu.ac.jp/

12時間

琉球大学

電話番号

098-895-8833

沖縄県石垣市

琉球大学

認定番号

平30-10086505709号

琉球大学

新しい学習指導要領を踏まえ、人工知能（AI）、ロボット、ドロー
ン等の第4次産業革命に向けた人材を育成するため、STEM
（Science（科学）、 Technology（技術）、 Engineering（工学）、
宮里 大八（地域連携推進機構特命准教授）
Mathematics（数学））教育の応用を学びます。STEM教育を用い
ることによって中学校技術科だけでなく、数学や理科等の各教科
にて論理的思考を高めていけることができます。（中・高連携から
高等学校教諭も対象）

受講者募集期間

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

音節文字としての仮名文字および単語文字としての漢字の文字
論上の特性に従った体系的指導は、日本語の体系性と面白さに
児童の目を開かせ、世界で最も複雑な字体と複数の読みを持つ
【選択】入門期の体系的な仮名文
漢字の特性を知ることで生徒が自ら漢字を学び続ける力を得るこ 狩俣 繁久（法文学部教授）
字指導と漢字指導
とを保証する。体系的な仮名文字指導が漢字指導の基礎となる
こと、仮名文字と漢字の文字論上の特性を解説し、「習うより慣れ
ろ」ではない体系的な漢字指導の方法を講義する。

【選択】中学校におけるSTEM教
育の実践 － 中学校から学ぶ
第4次産業革命

受講人数

40人

6時間 平成30年8月8日

【選択】沖縄の学力問題

琉球大学

受講料

7,000円

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

人工知能（AI）、ロボット、ドローン等の第4次産業革命に向けた人
材を育成するため、STEM（Science（科学）、 Technology（技術）、
Engineering（工学）、 Mathematics（数学））教育の基礎を学びま
【選択】はじめてのSTEM教育 － す。 小学生でもSTEM教育を用いることによって、論理的思考を 宮里 大八（地域連携推進機構特命准教授）
小学校から学ぶ第4次産業革命 高めていけることができ、創造的に思考し、課題を発見・解決して
いく手法を学ぶことができます。 パソコンでの作業ができれば、
他の基礎知識はいりませんので、ぜひ、ご参加ください。

主な受講対象者

沖縄伝統芸能の歴史や文化を理解し、実技を通して琉球舞踊の 比嘉 いずみ(沖縄県立芸術大学音楽学部准教
沖縄県那覇市
特徴や面白さを学び、教育現場でいかせるようにする。
授)
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年7月28日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽、課外
活動等で組踊を
取り入れようとし
ている教諭）

7,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505719号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】組踊の概論と実技

組踊を教材に取り入れるための基礎となる知識の概論と実習を
行う。組踊の歴史・形体・台本の読み方、唱え方（吟使い）、役の
（女・若衆・男・間の者）唱えの使え分け方、古典組踊・創作組踊
のビデオ鑑賞。台本（琉球古語）発声法・抑揚を習得する。組踊で 阿嘉 修(沖縄県立芸術大学音楽学部准教授)
使われる小道具、小道具の使い方、すり足（歩み）、組踊の基本
を行う。実習後半では、ペアを組ませて組踊（執心鐘入）の抜粋
を実践する。

琉球大学

【選択】作って歌う沖縄民謡の旋
律 ―音楽科における創作のた
めに―

八重山諸島の民謡ユンタの独特な唱法である「交互唱」を学び、
また、即興的に歌詞を作る方法を学び、いっしょに歌ってみて、ユ
ンタの楽しさを体験する。
金城 厚(沖縄県立芸術大学音楽学部教授）
また、沖縄音楽に独特な「琉歌」と「琉球音階」の仕組みを学ぶ。
琉歌の歌詞（８・８・８・６）の当てはめ方を学び、その規則に沿っ
て、沖縄らしさにあふれる歌を作曲する。

沖縄県那覇市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽担当）

7,000円

18人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505720号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

1．琉球芸能はどのように形成されてきたかについて、王国の歴
史との結びつきの観点から説明する。
2．三線の楽器としての特性を考え、この楽器がアジアと日本の
【選択】沖縄三線音楽の歴史と鑑 音楽の架け橋となっていることを説明する。
金城 厚(沖縄県立芸術大学音楽学部教授）
3．三線音楽を４つの様式――御前風、昔節、二揚、口説に分
賞法
け、それぞれの特徴と、鑑賞のポイントを説明する。
4．琉球舞踊の動き方と音楽の構造との関係、また、組踊の場面
展開と音楽のスタイルとの結びつきを説明する。

沖縄県那覇市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽担当）

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505721号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を習得
する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同時に行うの
が基本的なスタイルである。弾き手と歌い手が分業していない。
三線演奏により、琉球音楽の特徴、その音楽性について理解し、
音楽教育の中で、あるいは課外授業に役立てるようにする。

仲嶺 伸吾(沖縄県立芸術大学音楽学部教授）
山内 昌也(沖縄県立芸術大学音楽学部准教
授）
仲村 逸夫(非常勤講師）

沖縄県那覇市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽、課外
活動等で歌三線
を取りれようとし
ている教諭）

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505722号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を習得
する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同時に行うの
が基本的なスタイルである。弾き手と歌い手が分業していない。
三線演奏により、琉球音楽の特徴、その音楽性について理解し、
音楽教育の中で、あるいは課外授業に役立てるようにする。

仲嶺 伸吾(沖縄県立芸術大学音楽学部教授）
山内 昌也(沖縄県立芸術大学音楽学部准教
授）
仲村 逸夫(非常勤講師）

沖縄県那覇市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小・中学校及び高
等学校教諭（音
楽、課外活動等
で歌三線を取り
れようとしている
教諭）

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505723号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を習得
する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同時に行うの
が基本的なスタイルである。弾き手と歌い手が分業していない。
三線演奏により、琉球音楽の特徴、その音楽性について理解し、
音楽教育の中で、あるいは課外授業に役立てるようにする。

仲嶺 伸吾(沖縄県立芸術大学音楽学部教授）
山内 昌也(沖縄県立芸術大学音楽学部准教
授）
仲村 逸夫(非常勤講師）

沖縄県那覇市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小・中学校及び高
等学校教諭（音
楽、課外活動等
で歌三線を取り
れようとしている
教諭）

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505724号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球舞踊・組踊を教材に取り入れるための基礎概論と実習を行
う。琉球舞踊組踊の歴史・舞踊の仕方（舞踊の姿勢・構え方・扇
【選択】小・中・高校教諭の郷土
の持ち方・歩み・所作）、組踊台本の読み方、役の唱え方（女・若
高嶺 久枝(沖縄県立芸術大学音楽部教授）
芸能への意識向上（琉球舞踊組
衆・男）に触れる。琉球舞踊・組踊のビデオ鑑賞をする。琉球の先
踊の概説と実践）
達の築いた芸能文化から豊かな精神性を学ぶ。その豊かさを次
世代へ伝授する。

沖縄県那覇市

6時間 平成30年7月27日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽、課外
活動等で琉球舞
踊及び組踊を取
り入れようとして
いる教諭）

7,000円

12人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505725号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

主に学校教育や部活動で使用する基本的な打楽器について、そ
の取扱い法、演奏法を講義し、その後受講者が数グループに分
かれ、実際に打楽器を合奏体系で演奏し、講習の終わりにはそ
【選択】音楽科教育における打楽
の練習の成果を発表する。打楽器合奏体験には、講習で説明し 屋比久 理夏(沖縄県立芸術大学音楽学部講
器講座 各楽器の演奏法から合
た楽器※（ボディパーカッション含む）を用いる。曲も容易なもの 師）
奏まで
から専門的なものまでいくつか用意をし、当日受講者に選定して
体験してもらう。３０分程度の個人練習の後にグループ練習に入
る予定である。
※邦楽器は含みません。

沖縄県那覇市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽担当）

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505726号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県那覇市

6時間 平成30年6月16日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽、課外
活動等担当）

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505727号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県那覇市

琉球大学

【選択】バリ島のガムラン音楽の
講義と実技

本講習では、まずインドネシアの文化、音楽や芸能について映像
を交えながら概観する。
その後、バリ島のガムラン（ゴング・クビャールの編成）の実技を
行う。ガムランは主にインドネシアのジャワ地域やバリ地域で伝
與那城 常和子(非常勤講師)
承されている器楽合奏音楽である。バチの持ち方、楽器の叩き方
をゆっくり学び、短い曲を演奏できるようにする。また、受講生の
希望によっては、バリの芸能「ケチャッ」の実技も行う。合奏するこ
との楽しさを感じたい。

琉球大学

【選択】沖縄こどもの国で学ぶう
んち学

動物が生きる基本である「食」について、その過程の最終産物で
ある「うんち」から読み解く術を紹介する。ゾウを例に動物飼育に
おけるフンチェックの重要性、他の様々な動物のフンとの比較、さ
らに人間のうんちの状態と健康状態の関係について、いくつかの
実習を交えた講義を行う。

由恵(非常勤講師)
あや(非常勤講師)
誠道(非常勤講師)
智映(非常勤講師)

沖縄県沖縄市

6時間 平成30年7月26日

教諭

小学校教諭・中・
高等学校教諭
（理科、生活科、
特別活動担当）

7,500円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505728号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

沖縄を含む琉球列島の自然、またそこに生息する在来生物と外
来生物についての講義を行う。そして、カエルをテーマに講義し
【選択】カエルの骨格標本作成と た後、実際に沖縄の外来生物であるヒキガエルの仲間を解剖し、 吉岡 由恵(非常勤講師)
標本の教材化
胃内容物などを調べて何を食べているかを調べ、在来の生き物 中村 智映(非常勤講師)
に及ぼす影響を考える。そして、カエルの体の構造を、骨格標本
にすることによってよりよく理解する。

沖縄県沖縄市

6時間 平成30年9月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭(理科、生活
科、特別活動担
当）

7,500円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505729号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

吉岡
木下
藤根
中村
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

琉球大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

沖縄こどもの国の役割や今までの学校教育における活用法につ
いて紹介し、沖縄の自然についての講義を行う。モルモットやウ
サギなどの小動物のふれあい方法や飼育方法を講義し、実際に
吉岡 由恵(非常勤講師)
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ動
ふれあい体験をする。また、沖縄在来家畜、その中でも在来馬の
新城 あかり(非常勤講師)
物のふれあいと小動物の飼い方
活用法についての講義を行い、実際に馬と接し乗馬を体験する。
山本 暁(非常勤講師)
(幼稚園・小学校編）
様々な動物とふれあうことにより「思いやり」の心を実際に体験し
てもらう。そして、最後に幼稚園・小学校を対象とした動物園を活
用したワークシートをグループに分かれて作成する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

沖縄県沖縄市

6時間 平成30年7月23日

教諭

幼稚園・小学校
教諭(理科、生活
科、特別活動担
当）

7,500円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505730号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県沖縄市

6時間 平成30年7月24日

教諭

特別支援学校教
諭(理科、生活
科、特別活動担
当）

7,500円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505731号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄こどもの国の役割や今までの学校教育における活用法につ
いて紹介し、沖縄の自然についての講義を行う。モルモットやウ
琉球大学

サギなどの小動物のふれあい方法や飼育方法を講義し、実際に
吉岡 由恵(非常勤講師)
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ動
ふれあい体験をする。また、沖縄在来家畜、その中でも在来馬の
新城 あかり(非常勤講師)
物のふれあいと小動物の飼い方
活用法についての講義を行い、実際に馬と接し乗馬を体験する。
山本 暁(非常勤講師)
(特別支援学校編）
そして、最後に特別支援学校教諭を対象に様々な障害を持つ子
供たちが動物とふれあい、また小動物の飼い方などについてグ
ループに分かれてプログラムを作成する。

琉球大学

【選択】沖縄こどもの国で学ぶ夜
の生き物と星空（夏編）

夏の星空についてプラネタリウムを使用しながら講義し、その後
は夜に観察できる生き物やフィールドワークの注意点について講
義します。日没後に沖縄こどもの国の園内を散策しながら、身近
な自然とそこに生息する夜の野生生物の姿を観察します。また、
天候にもよりますが、事前に講義した夜の星空についても実際に
観察します。

中村 智映(非常勤講師)
木下 あや(非常勤講師)
藤根 誠道(非常勤講師)
髙江洲 義尚(非常勤講師)
吉岡 由恵(非常勤講師)

沖縄県沖縄市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小、中、高等学校
教諭(理科、生活
科、特別活動担
当）

7,500円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505732号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】沖縄こどもの国で学ぶ夜
の生き物と星空（秋冬編）

秋・冬の星空についてプラネタリウムを使用しながら講義し、その
後は夜に観察できる生き物やフィールドワークの注意点について
講義します。日没後に沖縄こどもの国の園内を散策しながら、身
近な自然とそこに生息する夜の野生生物の姿を観察します。ま
た、天候にもよりますが、事前に講義した夜の星空についても実
際に観察します。

中村 智映(非常勤講師)
木下 あや(非常勤講師)
藤根 誠道(非常勤講師)
吉岡 由恵(非常勤講師)
髙江洲 義尚(非常勤講師)

沖縄県沖縄市

6時間 平成30年11月10日

教諭

小、中、高等学校
教諭(理科、生活
科、特別活動担
当）

7,500円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505733号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】沖縄こどもの国で学ぶ身
近な科学

前半は沖縄こどもの国の役割と今までの学校教育現場での活用
法、また園内の動物たちを実際に見ながら講義を行う。後半は、 吉岡 由恵(非常勤講師)
沖縄こどもの国が県や市からの委託によって行っている科学の 藤根 誠道(非常勤講師)
実験を学校現場で使えるような方法も交えながら講義・実習を行 髙江洲 義尚(非常勤講師)
う。最後に沖縄こどもの国の活用法についての論述試験を行う。

沖縄県沖縄市

6時間 平成30年9月30日

教諭

幼、小、中学校教
諭(理科、生活
科、特別活動担
当）

7,500円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505734号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】沖縄こどもの国で学ぶ沖
縄学

沖縄の身近な自然や野生生物について、またその置かれている
現状をどう授業で伝えることができるのかを一部実習を通しなが
ら口述する。今回はオオコウモリをテーマとし、動物と自然とのつ
ながりを学び、どう学校教育に活かせるか考える。また沖縄在来
家畜での講義では、長い間培われてきた先人の知恵に学び、現
在少なくなってきてしまった在来家畜の有用性と今後の活用法に
ついて検討し、自然と科学のつながりを考察する。

沖縄県沖縄市

教諭

小、中、高等学校
教諭(理科、生活
15,000円
科、特別活動担
当）

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505735号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

【選択】沖縄こどもの国で学ぶ動
物の環境適応

沖縄こどもの国の役割や活用法について紹介し、野生動物とは
いったい何か、またそれぞれの野生動物がどのような環境に適
応しているのかをワークショップを通して学ぶ。次に、動物の進化 吉岡 由恵(非常勤講師)
と分類についての講義を行い、最後に、園内にてフィールドワー 新城 あかり(非常勤講師)
クを行いながら、生息している環境から見る動物の形について実 中村 智映(非常勤講師)
際に生体を見ながら考え、「環境の適応」というテーマで気づいた
ことの発表をグループごとに行う。

琉球大学

昔より人とともに生き、役にたってきた沖縄の文化や歴史を伝え
る在来家畜に対して、またそれらが置かれている現状を伝えるた
【選択】沖縄在来家畜から学ぶ沖 めに、いかに授業において活かすことができるのか、一部実習を 吉岡 由恵(非常勤講師)
縄の歴史と文化
行いながら口述する。また、長い歴史の間培われてきた先人の 山本 暁(非常勤講師)
知恵を学び黒糖作り体験をしながら学び、現在少なくなってきてし
まった在来家畜の今後の活用法を検討する。

吉岡
中村
藤根
翁長

由恵(非常勤講師)
智映(非常勤講師)
誠道(非常勤講師)
朝(非常勤講師)

12時間

平成30年8月15日～
平成30年8月16日

沖縄県沖縄市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼、小、中、高等
学校教諭(理科、
生活科、特別活
動担当）

7,500円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505736号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県沖縄市

6時間 平成30年12月1日

教諭

幼、小、中、高等
学校教諭(理科、
生活科、特別活
動担当）

7,500円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月8日

平30-10086505737号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-20018506712号

0270-65-8511

http://www.gpwu.ac.jp/

6,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-20018506713号

0270-65-8511

http://www.gpwu.ac.jp/

6,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-20018506714号

0270-65-8511

http://www.gpwu.ac.jp/

6,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-20018506715号

0270-65-8511

http://www.gpwu.ac.jp/

6,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-20018506716号

0270-65-8511

http://www.gpwu.ac.jp/

6,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-20018506717号

0270-65-8511

http://www.gpwu.ac.jp/

群馬県立女子大 【選択】ことばを考える・ことばか
学
ら考える

文学作品などを資料としてことばの問題を考えたり、それとは対
照的に、ことばの一つ一つから作品を味わう方法を考えたりす
る。

富岡 宏太（文学部講師）

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成30年8月7日

教諭

群馬県立女子大
【選択】日本語教育学入門
学

日本語を母語としない児童生徒への日本語指導・支援について
考える。

國澤 里美（文学部講師）

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成30年8月8日

教諭

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成30年8月7日

教諭

笠井 俊和（静岡県立大学非常勤講師、三重大
群馬県佐波郡
群馬県立女子大 【選択】英語と英米文化への誘い 英米の社会と文化の特質を知ることで、英語という言葉の背景に
学非常勤講師、愛知大学非常勤講師）
学
―英米の社会と文化を知る―
ついて理解を深め、より深みのある英語教育実践の礎とします。
玉村町
ロドニー・ビドル（文学部准教授）

6時間 平成30年8月8日

教諭

群馬県立女子大 【選択】芸術の世界－芸術を創る 芸術を創造する上での着眼や発想について、具体的な事例をと
学
－
おして紹介し実践する。

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成30年8月7日

教諭

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成30年8月8日

教諭

群馬県立女子大 【選択】英語と英米文化への誘い 英語の中の比喩表現に注目し、日常のことばや文学作品の中に 清水 啓子（文学部准教授）
学
―英語における比喩―
あらわれる比喩的思考を考察します。
松﨑 慎也（文学部教授）

群馬県立女子大 【選択】芸術の世界－芸術を考
学
え、伝えるー

高橋 綾（文学部教授）
山崎 真一（文学部教授）

芸術が、様々な社会的・文化的・歴史的文脈の中でどのような意
奥西 麻由子（文学部准教授）
味や機能を担うかを、理論（美学）と実践（アートマネジメント）の
武藤 大祐（文学部准教授）
両面から考える。

155 / 271 ページ

国語に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の国語教員
国語に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の国語教員
英語に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の英語教員
英語に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の英語教員
美術に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の美術教員
美術に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の美術教員

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

群馬県立女子大 【選択】男と女の社会学（教育と
学
性差）

様々な「子ども問題」を、「男は仕事、女は家事育児」という日本
佐々木 尚毅（文学部教授）
の性役割視点から分析する。
他者を理解するためには、一方で自らの理解も必要となる。本講
【選択】児童・生徒を知るために
習では、他者理解の知見について考えるとともに、自分の「性格」
群馬県立女子大
宮内 洋（文学部教授）
自分を知る：臨床発達心理士によ
を知るための心理テストなどを用いて、自己理解に重点を置い
学
る自己・他者理解の心理学
て、児童・生徒たちの理解について考えていく。

講習の開催地

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年8月3日

教諭、養護教諭

6,000円

6時間 平成30年8月6日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

埼玉県立大学

【選択】幼児期の豊かな学びを支 幼児の造形教育、幼児期の学び、多文化教育の3つをテーマに
える教育
オムニバス形式で行います。

牧野 由理(埼玉県立大学保健医療福祉学部准
教授）
森田 満理子(埼玉県立大学保健医療福祉学部
埼玉県越谷市
講師）
山田 千明(埼玉県立大学保健医療福祉学部准
教授）

6時間 平成30年7月25日

教諭

埼玉県立大学

発達障害等の特別なニーズを持つ児童生徒に関する教育現場
での実効性ある支援について検討します。①発達支援のニーズ
を踏まえた支援仮説、特に、個別の指導計画の作成方法とプロ
【選択】特別支援教育における発 セス、②校内外の協働・連携を効果的に進める校内委員会やカ 森 正樹(埼玉県立大学保健医療福祉学部准教
埼玉県越谷市
ンファレンスの運営と進行の方法、③巡回相談員等の校外の専 授）
達理解と支援の進め方
門家との生産的な協働の進め方、④保護者との信頼関係を構築
するための相談技法やコミュニケーション技術等を、各種エピ
ソードや実践事例、グループワーク等を交えつつ学びます。

6時間 平成30年7月30日

埼玉県立大学

不登校や保健室登校など児童生徒の心身の健康問題や教職員
【選択】学校精神保健における養 のストレス及びストレス対処を中心として、養護教諭かかかわる 上原 美子(埼玉県立大学保健医療福祉学部准
埼玉県越谷市
学校精神保健における支援方法を講義及び事例検討、演習等 教授）
護教諭の視点と役割
から検討します。

埼玉県立大学

不登校、いじめ、それらと関連するSNS、スマホ・ケータイを介した
関係トラブルについて、健康問題を含め、最近の傾向を概説しま
【選択】不登校、いじめ、SNSへの す。具体的には、児童生徒への支援方法、保護者とのかかわり 東 宏行(埼玉県立大学保健医療福祉学部教
方、適応指導教室や専門機関との連携方法等について、事例を 授）
対応と保護者とのかかわり方
含めて解説します。教諭、養護教諭が、それぞれの立場で具体
的な行動をイメージできるような講義にします。

都留文科大学

【選択】子どもたちの心とかかわ
るために

都留文科大学

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

20人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-20018506718号

0270-65-8511

http://www.gpwu.ac.jp/

6,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-20018506719号

0270-65-8511

http://www.gpwu.ac.jp/

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-20022506922号

048-973-4114

http://www.spu.ac.jp

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-20022506923号

048-973-4114

http://www.spu.ac.jp

6時間 平成30年7月31日

養護教諭

養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-20022506924号

048-973-4114

http://www.spu.ac.jp

埼玉県越谷市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-20022506925号

048-973-4114

http://www.spu.ac.jp

現代社会のゆがみの中で、子どもたちの生活も様々な影響を受
け、それらが子どもたちの「問題行動」「症状」として表面化してき
ています。それらを私たちがどう理解し、援助に結び付けてゆけ
筒井 潤子（文学部教授）
ばいいのかを考えてゆきたいと思います。キーワードは、「こころ
を育む」です。また私たち援助者自身の心の在り方にも注目して
いきたいと思います。

山梨県都留市

6時間 平成30年7月1日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-20039506538号

0554-43-4341

https://www.tsuru.ac.jp
/

【選択】地層と化石の観察

小学校「土地のつくりと変化」、中学校「大地の成り立ちと変化」で
は、「地層」や「化石」の観察が登場する。しかしながら「地層」や
「化石」を身近に観察できる場所は少なく、経験がないため「地
層」や「化石」の指導に不安を感じている教員も少なくない。この 鷹野 貴雄（文学部非常勤講師）
講習では、①野外での実際の地層を観察し、地層に含まれてい
る化石を採取する。更に、②実験室に持ち帰った化石を観察し、
「地層」や「化石」の成因を考察する。

山梨県都留市

6時間 平成30年7月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-20039506539号

0554-43-4341

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学

【選択】中学校・高校における授
業づくりと評価の方法

中学校・高校における英語の授業の進め方、評価の方法につい
てどのような改善方法があるかを参加される先生方と一緒に考え
ていきます。５０分の授業のつくりかた、生徒のつまずきにどのよ 萩原 一郎（神奈川県立鶴見高等学校教諭、神
山梨県都留市
うに対応するか、中高の連携について考えたいこと、具体的なテ 奈川大学外国語学部非常勤講師）
スト問題の作り方など、先生方が今後、英語を指導される際に役
立つ新たな視点をいくつか提示したいと思います。

6時間 平成30年7月7日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-20039506540号

0554-43-4341

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学

中学校社会科、高等学校公民科の新しい学習指導要領の動向
【選択】社会科の新しい動向と教 を探り、その理解とその根底にある原理や背景を学ぶ。そのため
西尾 理（文学部教授）
材作り
の社会科の授業実践を紹介し、意見交換等を交えながら進めて
いきたい。

山梨県都留市

6時間 平成30年7月7日

教諭

中学校社会科・
高等学校公民科
教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-20039506541号

0554-43-4341

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学

【選択】昔話を読む／作る

小学校国語科の指導事項として「伝統的な言語文化」が取り入れ
らて以来、小学校国語で特徴的な教材となった文学ジャンルに
「昔話」がある。私たちが幼いころ多かれ少なかれ親しんだ「昔
藤本 恵（文学部教授）
話」とはどのような読み物なのか。その形成の過程や、形式・内
容の特徴を知り、丁寧な教材研究を行って、新たな授業を構想す
る基礎力をつけることを目指す。

山梨県都留市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-20039506542号

0554-43-4341

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学

初等教育段階における図工・体育の感性を磨き、「生きる力」を
はぐくむという学習指導要領の理念を実現するための講習を行
う。
図工は、課題に沿った制作の中で、材料や用具などを活用した
【選択】感性を働かせて描いてみ 造形体験を行う。制作を通して表現と鑑賞についての理解を深め
よう！動いてみよう！
る。
体育は、体つくり運動およびボール運動（フラッグフットボール）の
指導の実際を展開する。
当講習は、２グループに分けて実施する。受講者は、必ず、図工
（３時間）と体育（３時間）を受講する。

山梨県都留市

6時間 平成30年7月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-20039506543号

0554-43-4341

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学

【選択】算数授業を通して育てる
力をつける指導

山梨県都留市

6時間 平成30年7月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-20039506544号

0554-43-4341

https://www.tsuru.ac.jp
/

勝雄（文学部教授）
宏希（文学部特任教授）
良子（文学部非常勤講師）
潔（文学部教授）

算数の授業とは、知識や技能の習得に加え、考えを進める力、
根拠を考える力、自分の考えを分かるように表現する力、人の考
えを理解する力、考えを発展させる力など、人間形成につなげる
滝井 章（都留文科大学文学部非常勤講師）
ことも重要です。人間形成を実現していく算数授業のあり方、そし
て「主体的に学ぶ力」「対話的に学ぶ力」「深く学ぶ力を育てる算
数授業のあり方を、演習をベースに具体的に考えていきます。

群馬県佐波郡
玉村町

時間数

教諭
養護教諭

竹下
青木
流石
水口

群馬県佐波郡
玉村町
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

都留文科大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

日本の学校教育は「学級」を一つの単位として集団指導している
ため，「学級集団の状況」という環境要因が子どもたちの学習意
欲や友人関係形成意欲，学級活動意欲などに影響を与えていま
【選択】学級集団育成の理論と実
す。本講座では，子ども達の心理社会的発達を促す良好な学級 武蔵 由佳（盛岡大学文学部准教授）
際
集団を育成するための考え方や方法論について，学級集団分析
尺度を活用して解説します。学級集団のアセスメントと対応の方
針について演習形式で取り組んでいきます。
大学が用意したタブレット端末やChromeBook端末を使った体験
授業を通して、先進的な教育ICTの実践事例を知る。
また、国語科教育において教育ICT導入がもたらす授業改善の
可能性を理解し、「主体的・対話的で深い学び」を実践するため 野中 潤（文学部准教授）
の具体的な手立てを概観する。
なお、教育ICTを授業で活用したことがない方のために、ティーチ
ングアシスタントによる個別の支援態勢をととのえる予定。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

山梨県都留市

6時間 平成30年7月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-20039506545号

0554-43-4341

https://www.tsuru.ac.jp
/

山梨県都留市

6時間 平成30年7月29日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-20039506546号

0554-43-4341

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学

【選択】教育ICTで国語科教育は
どう変わるか？

愛知県立大学

学習指導要領は「教育課程の基準」であり、教育内容を考える主
体は専門性を持つ教師です（+保護者、地域住民、地方教育行
【選択】近現代史と憲法から考え 政、子ども）。教育内容を考えるにあたり、近現代史と日本国憲法
久保田 貢（教育福祉学部准教授）
の理解は欠かせません。残念ながらこれらの領域の学問研究の
る社会科
成果が十分に理解されていないので、その基礎的な理解をすす
めることを中心とします。

愛知県長久手
市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小・中学校教諭、
高等学校教諭、
養護教諭、栄養
教諭

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年5月22日

平30-20049504483号

0561-76-8832(直 http://www.aichi通)
pu.ac.jp

愛知県立大学

【選択】ジャズに学ぶ

即興は普遍的な音楽行為であるにもかかわらず、楽譜として既
定された作品の再現に重きが置かれがちな昨今、その理解と学
習が進んでいるとは言い難い現状にある。しかし、即興には音楽
技能の向上のみならず、創作や音楽づくりを始めとする創造的な
音楽学習上のヒントが数多く含まれており、指導者が即興に対す 高橋 範行（教育福祉学部准教授）
る理解と技能を深めることは音楽教育において有益である。
本講習では現代において様式上即興が重要な要素となっている
ジャズを題材に、その基本的な演奏や学習の方法論を学ぶととも
に、音楽の学びについても考えたい。

愛知県長久手
市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校音楽教
諭

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年5月22日

平30-20049504484号

0561-76-8832(直 http://www.aichi通)
pu.ac.jp

愛知県立大学

本講習では、小学校外国語教育に関する基礎的かつ実践的な
知識を習得することを目指す。理論面では小学校段階での外国
語教育の目的と意義、教師の役割や国際理解教育との関連など
【選択】小学校外国語教育の理論
について学ぶ。また実践面では、具体的な指導技能や活動案な
池田 周（外国語学部准教授）
と実践 ― 移行期間の指導を考
どを修得する。新学習指導要領の移行期間における指導を踏ま
える
え、高学年「外国語科」と中学年「外国語活動」で育成を目指す
「資質・能力」を理解し、中学校外国語科との連携などの課題に
ついても検討しながら今すべきことを考える。

愛知県長久手
市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校英語科教諭

6,000円

40人

平成30年4月23日～
平成30年5月22日

平30-20049504485号

0561-76-8832(直 http://www.aichi通)
pu.ac.jp

愛知県立大学

本講習ではバドミントンと卓球の二種目を楽しくすることで、生涯
にわたって心身の健康維持、増進をはかるために必要な基礎的
知識とスポーツ技能を学習し、生涯継続してスポーツを楽しみな
がら健康づくりができるようにしたい。コミュニケーションをとりな
【選択】ラケットスポーツ（バドミン
がら相互学習し、ダブルス戦やチーム戦によって友情を深める。 湯 海鵬（教育福祉学部教授）
トン＆卓球）
また、スポーツの勝敗を体験することにより、身体運動の楽しさを
感受し、感性の磨きを期待する。目標はバドミントンの基本的な
打ち方を習得し、個人戦やチーム戦を楽しみながら、技能の向上
ができるようにする。

愛知県長久手
市

6時間 平成30年8月21日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年5月22日

平30-20049504486号

0561-76-8832(直 http://www.aichipu.ac.jp
通)

大阪市立大学

【選択】地理学の現代的展開

地理学の基本理念である人間－環境関係に関する議論を整理
し、最新の研究動向を交えながら、現代的文脈における人間－
祖田 亮次（大学院文学研究科教授）
環境関係の在り方について考察できるようにする。その上で、GIS
木村 義成（大学院文学研究科准教授）
等の技術的な革新がどのような研究の新展開を見せているの
か、具体例をもとに提示する。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月13日

教諭

中学校・高等学
校教諭向け

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20059506282号

06-6605-3258

https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

大阪市立大学

【選択】会計と企業・社会の相互
関係

会計は、従来、企業の経済活動を映し出す制度として理解されて
きたが、今日、2つの側面からこうした理解を見直す動きがある。
一つは、企業が会計を利用して、経済活動をよりよく見せるような
会計行動を採ることが明らかになってきたこと、もう一つは、会計
が社会に埋め込まれ、それを構築する働きがあること、つまり、 小形 健介（大学院経営学研究科准教授）
会計のあり様によってわれわれの生活が変わるという理解が広
がってきたこと、である。本講習では、技術的性格の強い会計と
企業・社会との相互関係を題材に、社会・経済制度の意義を考え
ることを目的としている。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月13日

教諭

中学校・高等学
校教諭向け

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20059506283号

06-6605-3258

https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

大阪市立大学

【選択】高校数学から大学数学
へ、そして現代数学へ

現代文明を築いている科学技術の礎となっている数学は、役に
立っているだけでなく文化的側面もある。数学には絶妙の調和と
吉田 雅通（大学院理学研究科准教授）
美しさがあり、それらに触れたときや、一見異なるものに意外な
西尾 昌治（大学院理学研究科准教授）
関係があることを知ったときに感動がある。この講義では、ちょっ
とした関心を誘う、意外な数学と結びつく題材を紹介する。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月14日

教諭

中学校・高等学
校数学教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20059506284号

06-6605-3258

https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

大阪市立大学

本講習では、学校生活において子どもや教員が遭遇する可能性
のある保健上の課題と背景を知り、その対策を講じていく上での
一助として、①思春期における性の健康問題－産婦人科医の立
【選択】学校生活における健康問
場から－、②精神障害の基本的理解と教員のメンタルヘルスの
題を考える
維持向上について、③学校における感染症対策の基礎知識、④
入院・通院治療を受けながら学校生活を送る子どもと家族への
理解について提供する。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月14日

教諭
養護教諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20059506285号

06-6605-3258

https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

今中
河野
岡山
森口

基晴（大学院看護学研究科教授）
あゆみ（大学院看護学研究科准教授）
加奈（大学院看護学研究科准教授）
由佳子（大学院看護学研究科講師）
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時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月15日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭向け

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20059506286号

06-6605-3258

https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

6時間 平成30年8月15日

教諭

教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20059506287号

06-6605-3258

https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小・中・高（英語）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月6日

平30-20066506464号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

足利 裕人（環境学部教授）
重田 祥範（環境学部准教授）

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月3日

教諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月13日

平30-20066506465号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

自然豊かな鳥取県では、学校の近隣に生育する野生植物を材料
にして理科関連の授業を実施することが可能である。そこで、身
公立鳥取環境大 【選択】身近な植物を使った理科 近な植物を活用した理科教育プログラム開発の可能性を探るた
笠木 哲也（環境学部准教授）
め、公立鳥取環境大学のキャンパス周辺に生育する植物の生態
学
教育
学的特性を調べるとともに、実験室で形態測定や顕微鏡を使った
微細構造の観察を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月3日

教諭

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月13日

平30-20066506466号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

教諭

幼（環境領域）、
小学校（理科・生
活・総合的な学習
時間）、中学校・
高等学校（理科・
総合的な学習時
間）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月13日

平30-20066506467号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

教諭

幼（環境領域）、
小学校（理科・生
活・総合的な学習
時間）、中学校・
高等学校（理科・
総合的な学習時
間）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月13日

平30-20066506468号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

教諭

幼（環境領域）、
小学校（理科・生
活・総合的な学習
時間）、中学校・
高等学校（理科・
総合的な学習時
間）

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月13日

平30-20066506469号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

教諭

幼（環境領域）、
小学校（社会・生
活・総合的な学習
時間）、中学校
（社会・総合的な
学習時間）、高等
学校（地歴・公
民・総合的な学習

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月13日

平30-20066506470号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

教諭

幼（環境領域）、
小学校（理科・生
活・総合的な学習
時間）、中学校・
高等学校（理科・
総合的な学習時
間）

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年7月13日

平30-20066506471号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

講習の概要

担当講師

講習の開催地

大阪市立大学

私たちの生活に欠かせないテレビ、パソコンから携帯電話に至る
まで、ミクロの世界の物理法則である量子論を基にして作られて
いる。また、宇宙の起源や進化も、相対性理論に基づく物理学に
【選択】現代物理学の基礎と最前 より解明が進んでいる。量子論、相対論という現代物理学の柱は
２０世紀に構築され、２１世紀はまさに物理学の成果が満開にな
線
る世紀と言われている。講習では、高等学校の物理の概要を一
通り理解していることを前提に、現代物理学研究の最前線をやさ
しく紹介する。

西川
矢野
森山
岩崎

大阪府大阪市

大阪市立大学

青少年を取り巻く現代社会の生活環境の急速な変化は、青少年
の健康に影響を及ぼし、運動不足や様々なストレス因子に起因し
た健康や体力への負の影響が指摘されている。青少年期におけ
る運動やスポーツには、生涯にわたって健康で豊かな社会生活
【選択】健康とスポーツのサイエン
を実現するという大きな効果が期待され、このことは、学校教育
ス
においても取り組むべき重要な課題といえよう。本講習では、上
述の課題対策の一助として、体力と運動トレーニング、生活習慣
病における予防・治療としての運動、運動と環境適応、身体運動
の観察と評価、についての内容を提供する。

岡﨑 和信（大学院医学研究科教授、都市健
康・スポーツ研究センター教授）
横山 久代（大学院医学研究科准教授、都市健
康・スポーツ研究センター准教授）
大阪府大阪市
今井 大喜（大学院医学研究科講師、都市健
康・スポーツ研究センター講師）
鈴木 雄太（大学院医学研究科講師、都市健
康・スポーツ研究センター講師）

公立鳥取環境大 【選択】Growth Mindset and
学
Active Learning

裕規（大学院理学研究科講師）
英雄（大学院理学研究科准教授）
翔文（大学院理学研究科准教授）
昌子（大学院理学研究科准教授）

教育において、「主体的・対話的で深い学び」を実現していくため
に、アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善が求められてい
る。本講習では、アクティブ・ラーニングの視点とともに学習や問
ベゴール・ベッティーナ（人間形成教育センター
題解決に使われる脳の処理能力は開発・育成できる（＝成長）と
准教授）
いう考え、成長型マインドセットについてワークショップ式で体験し
て、それぞれが担当されている生徒への教育活動に取り入れて
いくことを想定した教材を作成する。

本講習では地上から3千メートルまでの風を実測し、気象学を教
公立鳥取環境大 【選択】気象フィールドワークと理
育に活かす手法を学びます。また、理科教育で活用できる生徒
学
科実験
実験を体験し、授業で扱う際の問題点を考察します。

公立鳥取環境大 【選択】学校現場でできる身近な
学
生物を使った動物行動の実験

天気がよければ車で海岸に行き、ホンヤドカリを観察、採取し、実
験室で、ヤドカリが運ぶ貝殻に関する実験を体験していただく。か
れらの貝殻選択行動が、”進化的適応”からの予想に合うかどう
か簡単な実験によって調べていただきたい。天候次第では、大学
小林 朋道（環境学部教授）
の敷地内の林でヤマトシロアリを観察、採取し、かれらの腸内原
生動物や道しるべフェロモンに関する簡単な実験を体験していた
だく。ヤマトシロアリに備わっている興味深い特性を実験的に理
解していただきたい。

公立鳥取環境大 【選択】里山で学ぶ簡単なフィー
学
ルド土壌調査と実験法

近年、次世代に土壌の大切さを伝える環境教育に世界的な注目
が集まっています。本講習では、里山など身近な自然環境にお
いて土壌が果たす様々な役割について、安全かつ楽しみながら
学べるフィールドワークやサンプリングの手法、簡単な実験方法 角野 貴信（環境学部准教授）
を解説します。土壌が生きていること、物質を循環し、汚染物を浄
化する能力を持つこと、またそれらには限界もあることなどの理
解を深めます。

公立鳥取環境大 【選択】鳥取の水を調べよう（実
学
験）

私たちの暮らしに欠かせない水の性質を簡易テストを用いた実
験で調べる。受講生には自宅から水道水を持参いただき、大学
周辺の水質試料とあわせて簡易テストを行う。簡易テストのしく
山本 敦史（環境学部講師）
み、水道水質の現況、水の違いについて簡易テストから得られる
佐藤 伸（環境学部准教授）
情報をもとに学習する。水道は子供たちにとっても身近なもので
あり、本講習の受講者が実際の水質やテスト手法を知ることで教
育にも役立てられると期待される。

公立鳥取環境大
【選択】鳥取まちづくり考
学

本講習では、まちづくりのプロセスを経験することによって、我々
の生活の基盤となる「まち」の見方について学んでいただきます。
具体的には、公立鳥取環境大学の周辺地域のまち歩き、問題点 山口 創（環境学部講師）
や資源の発掘、まちづくり案の作成を5～7名程度のグループ
ワークにておこないます。

公立鳥取環境大 【選択】鳥取砂丘の海ごみ調査
学
（フィールドワーク）

本講習は公立鳥取環境大学が平成２１年から取り組んできた海
岸漂着ごみに関する研究のうち、人工漂着ごみの回収と組成分
析を行う。海ごみ問題は子供たちにも分かりやすい初級環境教 荒田 鉄二（環境学部准教授）
育に適したトピックであり、本講習を受講した教員が実際の授業 金 相烈（環境学部准教授）
で生徒とフィールドワークを行う際にも役立つことが期待される。 佐藤 伸（環境学部准教授）
本講座の内容は専門知識を持たない受講者でも比較的理解しや
すいものとなっている。

鳥取県鳥取市

鳥取県鳥取市

鳥取県鳥取市

鳥取県鳥取市

鳥取県鳥取市
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6時間 平成30年8月8日

6時間 平成30年8月8日

6時間 平成30年8月9日

6時間 平成30年8月10日

6時間 平成30年8月10日

幼（環境領域）、
小学校（理科・生
活・総合的な学習
時間）、中学校・
高等学校（理科・
総合的な学習時
幼（環境領域）、
小学校（理科・生
活・総合的な学習
時間）、中学校・
高等学校（理科・
総合的な学習時
間）

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校教諭，及
び中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20070504242号

082-251-9710

http://www.puhiroshima.ac.jp/

広島県広島市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭、及
び中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20070504243号

082-251-9710

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

伝統的な言語文化の理解に重点を置く学習指導要領の特色を踏
まえ、「日本における古典知の形成と展開」について考える。最新
の研究成果を紹介しながら、日本文学における中国文学の摂取
【選択】国語科教育に活かす古典
と定着及び展開の様相を、『白氏文集』に焦点をあててたどって 西本 寮子（人間文化学部教授）
文学研究の成果（1）
ゆく。具体的には『古今集』『竹取物語』『枕草子』『源氏物語』から
事例を取り上げ、演習を交えて分析することを通じて、日本文学
の特徴と受け継がれる古典知について考察を試みる。

広島県広島市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20070504244号

082-251-9710

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

伝統的な言語文化の理解に重点を置く学習指導要領の特色を踏
まえ，「日本における古典知の形成と展開」について考える。蓄積
された古典文学研究の成果に基づいて，『史記』『捜神記』『文
【選択】国語科教育に活かす古典
選』『白氏文集』『唐詩選』など，日本の古典知に組み入れられ， 柳川 順子（人間文化学部教授）
文学研究の成果（2）
現代の「国語」のテキストにも多く採用されている漢文学作品を選
んで精読する。あわせて，中国古典の全体像を俯瞰し，それとの
対比を通して日本文学の独自性についても考察する。

広島県広島市

6時間 平成30年8月10日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20070504245号

082-251-9710

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

身近な地域の歴史や文化遺産の学習を通して歴史への関心を
高めることを求めている学習指導要領に対応するため、広島県
【選択】日本史（歴史）教育に地域 地域を対象とする最新の研究成果（草戸千軒町遺跡を中心とす
鈴木 康之（人間文化学部教授）
る中世の港町と物資の流通に関する研究）を紹介しながら、新た
史研究の成果をどう活かすか
な知見を日本史（社会科）の授業の展開にどのように活かしてい
くのかを考える。

広島県広島市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中学校社会科・
高等学校地歴科
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20070504246号

082-251-9710

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

【選択】「宮島学」ノススメ

広島県広島市

6時間 平成30年7月28日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20070504247号

082-251-9710

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

心理学の研究からもたらされた知見は，教育活動に非常に有用
ですが，十分に活用されているとはいえません。この講習では，
教育活動においてどのように心理学を活かすことができるのかを
【選択】教育活動に活かす心理学 考えます。具体的な内容として，学習者のやる気と叱り方，クリ
向居 暁（人間文化学部教授）
ティカル・シンキングと因果関係の推測，学習原理を用いた効果
的な学習方法，素朴理論と概念変化に関するトピックスについて
具体例を挙げながら，ともに考察します。

広島県広島市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教諭 養護教
諭 栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20070504248号

082-251-9710

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

本講座は，「人体のしくみ」「体力の向上」「食育」を中心として健
康的な生活習慣の形成に重点を置く学習指導要領の特色を踏ま 栢下 淳（人間文化学部教授）
【選択】健やかな心身の育成指導
え，健康的な生活習慣形成を考える際の基礎的理解を深めるこ 谷本 昌太（人間文化学部教授）
の充実に関する講習
とを目的とする。健康の維持・増進に深く関わる「栄養」「食品」
杉山 寿美（人間文化学部教授）
「調理」という観点から，その最新の動向・知見について講じる。

広島県広島市

6時間 平成30年7月28日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教諭 養護教
諭 栄養教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20070504249号

082-251-9710

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

本講座は、近年のICT（情報通信技術）の進展に合わせ、これら
の技術を教育現場において活用する方法や注意すべき事項につ
いて学ぶ。具体的には、(1)情報機器やマルチメディア技術を教育 佐々木 宣介（経営情報学部准教授）
【選択】教育現場における情報活
に活用する方法、(2)インターネット、PCやスマートホンなどの情報 小川 仁士（経営情報学部教授）
用と情報安全
端末の利用の際に重要となる情報セキュリティや情報倫理につ 宇野 健（経営情報学部准教授）
いて、教育現場を視野に入れた基本的事項を学ぶ、といった内
容である。

広島県広島市

6時間 平成30年7月21日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20070504250号

082-251-9710

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

本講座は，小学校外国語活動および中学校・高等学校英語科授
業の改善をめざし，理論と実践のヒントを提供します。講義とワー
【選択】英語教育改善のための理 クショップを組み合わせ，自らの授業を振り返りながら，新しい授 馬本 勉（生命環境学部教授）
論と実践
業創りへの道筋を探ります。参加者自身の英語力向上にも資す 河村 和也（生命環境学部准教授）
るよう，具体的な教材を用いた「英語学習体験」の時間も設けま
す。

広島県庄原市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭，及
び中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20070504251号

082-251-9710

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

本講座では，農業・食料に関わるスペシャリストを育成するため
の高等学校教育に対応することを目的とする。食料供給に関わ 津田 治敏（生命環境学部准教授）
【選択】食料供給の課題と農業教
る農学分野の教員により，畜産物利用，農産物流通，農業経済 堀田 学（生命環境学部准教授）
育
に焦点を当てた解説をおこない，農業・食料に関する今日的な課 村田 和賀代（生命環境学部准教授）
題の理解を深める。

広島県庄原市

6時間 平成30年8月21日

教諭

高等学校農業教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20070504252号

082-251-9710

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

自閉症スペクトラム，注意欠陥多動性障害（ADHD，学習障害児
（LD））等の発達障害児に対する適切な指導が教育現場に求めら 林 優子（保健福祉学部教授）
【選択】特別支援教育講座A－自
れている。この講座では，医師，作業療法士，言語聴覚士の資格 堀江 真由美（保健福祉学部講師）
閉症スペクトラム・ADHD等の理
を有する教員により，発達障害児の行動や情緒，コミュニケーショ 細川 淳嗣（保健福祉学部講師）
解と支援
ン，学習上の問題を最新の医学的知見から理解し，その具体的 山西 葉子（保健福祉学部助教）
な指導法について教授する。

広島県三原市

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教諭

全教諭 養護教
諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20070504253号

082-251-9710

http://www.puhiroshima.ac.jp/

講習の概要

担当講師

講習の開催地

県立広島大学

本講座は，英語コミュニケーション活動に重要な位置を占める音
声について，その基礎理論を提示し，指導への応用を図ることを
目的とする。児童・生徒の発音向上のための具体的な指導法の
【選択】英語音声についての理論 考察に向けて，次の項目を中心とした講義と演習を行う：１）英語
上斗 晶代（人間文化学部教授）
の音声体系についての概説，２）日本人学習者と英語話者の英
と実践
語音声の特徴とその比較，３）日英語対照音声学と音声音響分
析の応用による発音指導・矯正の実践，４）英語発音指導につい
てのグループ討議。

広島県広島市

県立広島大学

本講座は英語学、英語文学、英語教育方法論の基礎理論を学び
ながら、教育現場での実践的応用につながる知識を得ることを目
的としている。三人の講師がそれぞれの専門知識をもとに、独自 スティーヴン・ローゼン（人間文化学部准教授）
【選択】英語教育と異文化コミュニ
の視点から、英語教育の現場を意識した以下のようなテーマを掲 吉本 和弘（人間文化学部教授）
ケーションの理論と実践
げて講義と実習を展開する：１）言語と思考と文化の関係を論じる 本岡 直子（保健福祉学部教授）
言語理論、２）英語教育に演劇を取り入れるためのワークショッ
プ、３）これからの入試を考えた英文読解指導

県立広島大学宮島学センターが積み重ねてきた世界遺産厳島神
社・宮島に関する多面的な研究成果と廿日市市内の小・中学校 西本 寮子（人間文化学部教授）
との連携活動事例を紹介しながら、社会科・地歴科に限定されな 大知 徳子（宮島学センター助教）
い、宮島をフィールドとする児童・生徒の主体的な学習活動を引 秋山 伸隆（人間文化学部教授）
き出すための工夫について考える。
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電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
認定番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

広島県三原市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭

全教諭 養護教
諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20070504254号

082-251-9710

http://www.puhiroshima.ac.jp/

信木 伸一（芸術文化学部教授）
藤澤 毅（芸術文化学部教授）
柴 市郎（芸術文化学部教授）
塚本 真紀（芸術文化学部教授）

広島県尾道市

6.8時間 平成30年7月21日

教諭

中・高等国語科
教諭

6,000円

45人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20071506236号

0848-22-8381

http://www.onomichiu.ac.jp

中学校・高等学校における「美術」教育に関し、教材研究を深化
させ、また授業構成・内容等を受講者それぞれが検討するため
【選択】美術科教育の充実に向け
の材料を提供する機会とする。（6時間、講義・実習形式、0.5時
て（日本画）
間、実技考査）
○日本画；日本画材料と水彩絵具の併用による静物彩色写生

中村 譲（芸術文化学部教授）

広島県尾道市

6.5時間 平成30年8月15日

教諭

中・高等美術科
教諭

8,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20071506237号

0848-22-8381

http://www.onomichiu.ac.jp

尾道市立大学

中学校・高等学校における「美術」教育に関し、教材研究を深化
させ、また授業構成・内容等を受講者それぞれが検討するため
【選択】美術科教育の充実に向け
の材料を提供する機会とする。（6時間、講義・実習形式、0.5時
て（デザイン）
間、実技考査）
〇デザイン；グリット・デザイン（ＰＣ．イラストレーター使用）

世永 逸彦（芸術文化学部教授）

広島県尾道市

6.5時間 平成30年8月16日

教諭

中・高等美術科
教諭

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20071506238号

0848-22-8381

http://www.onomichiu.ac.jp

尾道市立大学

中学校・高等学校における「美術」教育に関し、教材研究を深化
させ、また授業構成・内容等を受講者それぞれが検討するため
【選択】美術科教育の充実に向け
の材料を提供する機会とする。（6時間、講義・実習形式、0.5時
て（油画）
間、実技考査）
○油画；他者を受け入れて描く（ドローイング）

稲川 豊（芸術文化学部講師）

広島県尾道市

6.5時間 平成30年8月17日

教諭

中・高等美術科
教諭

8,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20071506239号

0848-22-8381

http://www.onomichiu.ac.jp

福山市立大学

【選択】幼児期の「さんすう遊び」

幼児期の子どもたちは，遊びを通して様々な学びをしている。保
育者がおこなう保育実践も，子どもたちの豊かな学びを意図し
て，様々な遊びを計画し実施している。本講習では，幼児期の「さ
太田 直樹（教育学部講師）
んすう遊び」を「数」「量」「形」「論理」毎に紹介する。また，講義を
もとに，グループワークを通して，受講者の方と新たな保育実践
を考え直していく。

広島県福山市

6時間 平成30年9月16日

教諭

福山市内の公私
立認定こども園
保育教諭，幼稚
園教諭

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20073506841号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学

【選択】幼児期の「さんすう遊び」

幼児期の子どもたちは，遊びを通して様々な学びをしている。保
育者がおこなう保育実践も，子どもたちの豊かな学びを意図し
て，様々な遊びを計画し実施している。本講習では，幼児期の「さ
太田 直樹（教育学部講師）
んすう遊び」を「数」「量」「形」「論理」毎に紹介する。また，講義を
もとに，グループワークを通して，受講者の方と新たな保育実践
を考え直していく。

広島県福山市

6時間 平成30年10月28日

教諭

福山市内の公私
立認定こども園
保育教諭，幼稚
園教諭

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20073506842号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学

障害児教育を創始したすぐれた教育者たちが行ってきた実践や
取り組みを学び直すことにより、方向性が見えにくくなっている教
【選択】障害児教育の創始者と新 育の在り方について原点に立ち戻って考える契機とする。そして
髙橋 実（教育学部教授）
情勢から学ぶ特別支援教育の可 今後の特別支援教育の在り方を考える上での重要な視点であ
吉井 涼（教育学部講師）
能性と課題
る、インクルーシブ教育、障害者権利条約、障害児者の支援施策
の情勢と課題などを学び、これからの特別支援教育の在り方に
ついて議論する。

広島県福山市

6時間 平成30年9月17日

教諭
養護教諭

福山市内の公私
立認定こども園
保育教諭，幼稚
園教諭，養護教
諭

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20073506843号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学

障害児教育を創始したすぐれた教育者たちが行ってきた実践や
取り組みを学び直すことにより、方向性が見えにくくなっている教
【選択】障害児教育の創始者と新 育の在り方について原点に立ち戻って考える契機とする。そして
髙橋 実（教育学部教授）
情勢から学ぶ特別支援教育の可 今後の特別支援教育の在り方を考える上での重要な視点であ
吉井 涼（教育学部講師）
能性と課題
る、インクルーシブ教育、障害者権利条約、障害児者の支援施策
の情勢と課題などを学び、これからの特別支援教育の在り方に
ついて議論する。

広島県福山市

6時間 平成30年11月3日

教諭
養護教諭

福山市内の公私
立認定こども園
保育教諭，幼稚
園教諭，養護教
諭

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20073506844号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

【選択】子どもの興味を生かした
学びのデザイン －鉄道への興
味を素材にして－

幼児期の男の子は特に鉄道や乗り物に興味を示します。興味が
あることは子どもはどんどん学びます。このようなことを念頭に、
教育者が、子どもの趣味をもつ素材から、学びのデザインを形
作っていくことを講義いたします。具体的な内容としては、鉄道を
弘田 陽介（教育学部准教授）
素材として、認知スキルや社会情動スキルに関る学びがどのよう
に展開させるかを講義した後に、参加者が自分でジャンルを設定
し、教案を作成します。その教案の相互提示と議論を通して、学
びのデザインをする経験を共有します。

広島県福山市

6時間 平成30年9月23日

教諭

福山市内の公私
立認定こども園
保育教諭，幼稚
園教諭

6,840円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20073506845号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学

【選択】子どもの興味を生かした
学びのデザイン －鉄道への興
味を素材にして－

幼児期の男の子は特に鉄道や乗り物に興味を示します。興味が
あることは子どもはどんどん学びます。このようなことを念頭に、
教育者が、子どもの趣味をもつ素材から、学びのデザインを形
作っていくことを講義いたします。具体的な内容としては、鉄道を
弘田 陽介（教育学部准教授）
素材として、認知スキルや社会情動スキルに関る学びがどのよう
に展開させるかを講義した後に、参加者が自分でジャンルを設定
し、教案を作成します。その教案の相互提示と議論を通して、学
びのデザインをする経験を共有します。

広島県福山市

6時間 平成30年9月24日

教諭

福山市内の公私
立認定こども園
保育教諭，幼稚
園教諭

6,840円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20073506846号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

山口県立大学

【選択】自閉症スペクトラム障害
児・者の心理学的理解と支援－
グループワークによる心理教育
的支援－

自閉症スペクトラム障害児・者の状態像について、心の理論、実
行機能、弱い中枢性統合、情動調整、自己・他者理解などの心
理学的視点から論じます。またそれらの特徴を踏まえたうえで、
上述した自閉症スペクトラム障害児・者の自己理解と他者理解を 永瀬 開（社会福祉学部講師）
深めるためのグループワークについて体験的に学び、自閉症ス
ペクトラム障害児・者にとって適切な心理教育的支援とは何かを
考えていきます。

山口県山口市

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教諭

小・中・高等・特
別支援学校教
諭、養護教諭

6,000円

30人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506377号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

講習の名称

講習の概要

担当講師

県立広島大学

本講座では，医師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士等の
【選択】特別支援教育講座B－知
資格を有する教員が，知的障害・肢体不自由等に対する最新の
的障害・肢体不自由等の理解と
医学的知識や姿勢・運動，コミュニケーション，問題行動への支
支援
援等について具体的に教授する。

林 優子（保健福祉学部教授）
玉井 ふみ（保健福祉学部教授）
島谷 康司（保健福祉学部教授）
吉岡 和哉（保健福祉学部講師）

尾道市立大学

「話すこと／聞くこと」「書くこと」「読むこと」の指導の充実に向け
て（6時間（360分）講義形式、0.8時間（50分）筆記試験）
中学校・高等学校国語科の「話すこと／聞くこと」「書くこと」「読む
こと」の各領域にわたり、以下の三項目に基づいて近年の学問成
【選択】国語科教育内容の充実に
果を盛り込んだ講義（演習も含む）を行い、教育実践に資する知
向けて
見を提供する。
○文学・評論の読み
○日本語の理解・読書指導・表現指導
○国語科の授業づくり

尾道市立大学

福山市立大学

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

開設者名

160 / 271 ページ

受講人数

電話番号

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
認定番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

山口県山口市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭

小・中・高等・特
別支援学校教
諭、養護教諭

6,000円

30人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506378号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県山口市

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校体育主任
教諭、中学校・高
等学校保健体育
担当教諭

6,000円

20人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506379号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

現代社会における格差問題から生じる貧困問題が、児童生徒に
与える影響を概説するとともに、この問題への対策としての居場
【選択】子どもの貧困問題の理解 所づくり、学習支援等の取り組みをとおして、家庭、学校、行政、
内田 充範（社会福祉学部教授）
地域からなるネットワーク構築の必要性に言及する。この講習を
と取り組み
通して教諭、養護教諭、栄養教諭に子どもの貧困問題の理解が
深まることを期待する。

山口県山口市

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

70人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506380号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

気候変動を中心としてグループ討議を交えながら、以下の講習を
行う。
１ 人類と地球環境とのかかわり
【選択】子ども達の未来を考える
２ 地球温暖化・気候変動の現状（IPCC第5次評価報告書を中心
今村 主税（看護栄養学部准教授）
～地球環境と未来へのかかわり
に）
～
３ 食と環境
４ 解決策を導くために
５ まとめ

山口県山口市

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

40人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506381号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

【選択】教職員の連携によるより
よい給食時間の指導

学校における食に関する指導の中心となる給食時間の指導につ
いて、今後一層教職員が連携し、よりよい給食時間の指導をして
いくための指導体制や指導内容・方法、評価などについて、各学
水津 久美子（看護栄養学部准教授）
校の取り組みの現状を紹介し合いながら、具体的な方策をグ
ループ単位で検討し、その協議内容を全体で共有しまとめを行
う。学習形態は、可能な範囲で教諭、養護教諭、栄養教諭混成の
グループワークとし、最初にテーマに関する話題提供を行う。

山口県山口市

6時間 平成30年8月21日

小・中・高等・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭、栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

25人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506382号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

【選択】養護教諭のためのフィジ
カルアセスメント

看護師ではなく養護教諭が行うフィジカルアセスメントの意義を確
認するとともに、フィジカルアセスメントの基本技術、目的を学び、
丹 佳子（看護栄養学部教授）
保健室の応急手当場面で役に立つフィジカルアセスメントを中心
に演習をまじえながら解説する。

山口県山口市

6時間 平成30年8月21日

養護教諭

養護教諭

6,000円

20人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506383号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

本講習では、表計算ソフトによるデータ処理の基本を学習する。
具体的には、数式による計算処理、データの性質に応じたグラフ
【選択】表計算ソフトを用いた基本
作成、集計ツールを用いた単純集計及びクロス集計、関数や分
的なデータ処理と簡単なプログラ
畔津 忠博（国際文化学部准教授）
析ツールを用いた統計処理等の基礎的な知識および技能を獲得
ミング
してもらう。加えて、表計算ソフトを用いた簡単なプログラム作成
についても演習を行う。

山口県山口市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園・小・中・
高等・特別支援
学校教諭

6,000円

20人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506384号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

１．学校等における児童・生徒の心理的問題とその対応について
臨床心理士の立場から論じる。
【選択】カウンセリングの理論と技 ２．カウンセリングの理論について論じ、教育相談場面での応用
大石 由起子（社会福祉学部准教授）
術
について考える。
３．ロールプレイによる体験学習を通して、受講者が教育相談の
スキル（技術）を修得する。

山口県山口市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼・小・中・高等・
特別支援教諭、
養護教諭・栄養
教諭

6,000円

40人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506385号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

【選択】教員のためのストレス対
処法

〈講義〉
1.わが国におけるメンタルヘルスの概況
2.精神保健の視点からみた学校教育の現状と課題
3.教員が抱えるストレスへの対応～精神保健福祉的アプローチ
〈グループワーク〉
ストレスへの対応スキル

山口県山口市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭

小・中・高等・特
別支援学校教
諭、養護教諭

6,000円

40人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506386号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

【選択】学校と裁判

学校という場で生起するいじめ（ハラスメント）、体罰、校則、教育
情報などをめぐる裁判例の動向を概観し、具体的な裁判例を分
析・検討することによって、事件の再発防止および子どもの権利 藪本 知二（社会福祉学部教授）
（子どもの学習権など）の保障の観点から、学校が取り組むべき
課題について考える。

山口県山口市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭

幼稚園・小・中・
高等・特別支援
学校教諭、養護
教諭

6,000円

30人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506387号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

自己の学びに見通しを持って，学びのコントロールを行いながら，
【選択】「主体的・対話的で深い学 能動的に学び続ける学習者の育成が求められている。そのため
び」を実現するための学習評価― には，どのような授業改善を行えばよいのか。対話を通して考え 池田 史子（国際文化学部准教授）
「書くこと」の評価を例にして―
を深めるような「書くこと」の授業設計と，その学習評価のあり方
を中心に，講義と演習を行う。

山口県山口市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

32人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506388号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

【選択】いじめ問題の認識と対応

山口県山口市

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教諭

小・中・高等・特
別支援教諭、養
護教諭

6,000円

60人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506389号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

講習の名称

講習の概要

担当講師

【選択】自閉症スペクトラム障害
児・者の心理学的理解と支援－
グループワークによる心理教育
的支援－

自閉症スペクトラム障害児・者の状態像について、心の理論、実
行機能、弱い中枢性統合、情動調整、自己・他者理解などの心
理学的視点から論じます。またそれらの特徴を踏まえたうえで、
上述した自閉症スペクトラム障害児・者の自己理解と他者理解を 永瀬 開（社会福祉学部講師）
深めるためのグループワークについて体験的に学び、自閉症ス
ペクトラム障害児・者にとって適切な心理教育的支援とは何かを
考えていきます。

山口県立大学

【選択】科学的なトレーニング理
論とその実践的展開

「体育」における「体力を高めるための運動」領域の指導力を高
めるために、ストレッチング、レジスタンス・トレ－ニング及び各種
コンディショニングに関する最近の科学的理論と知見を学び、そ
の理論と知見に基づくストレッチング、レジスタンス・トレーニング
青木 邦男（名誉教授）
（自重、マシ－ン及びフリ－ウエイトを用いたトレ－ニング）を実践
しながら特定目的を達成するためのトレ－ニング・メニュ－を作成
する。併せて、生活習慣予防やスポ－ツ傷害予防に有用である
コンディショニングのための2,3のトレ－ニング技術を修得する。

山口県立大学

山口県立大学

髙木 健志（社会福祉学部准教授）
宮﨑 まさ江（社会福祉学部准教授）

１．いじめの様相、背景要因について理解する。
２．被害者・加害者の心理について理解する。
大石 由起子（社会福祉学部准教授）
３．いじめへの介入、被害者への支援、加害者への指導と支援に
ついて考える。

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

開設者名
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受講人数

電話番号

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

多くの学校では何らかの形でグループを用いた学習活動が展開
されているが，単にグループを形成して活動させれば協同的な学
習が促進されるとは限らない。本講習会では競争と協同に関する
理論を踏まえつつ，児童，生徒が互いに高め合う協同的な授業 甲原 定房（看護栄養学部教授）
や学習に関する基礎理論，基本的技能について学ぶ。したがっ
て，授業等を展開する指導者としての役割が期待される教諭，養
護教諭，栄養教諭を受講対象とする。

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

40人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506390号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

教諭

幼稚園・小・中・
高等・特別支援
学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506391号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

6時間 平成30年8月23日

教諭

小・中・高等・特
別支援学校教諭

6,000円

50人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075506392号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県山陽小
野田市

6時間 平成30年8月18日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭(理
科）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年8月3日

平30-20076505413号

0836-88-3500

http://www.tusy.ac.jp/

山口県立大学

学校現場において子どもがけがをしたり、具合が悪くなった時
に、教員として、子どもの体をどのように観察し、緊急度・重症度
【選択】学校現場に多い傷病の理 判断を行うべきか、さらに、状況に応じた手当をどのように実施す
丹 佳子（看護栄養学部教授）
ればよいかについて、学校現場に多い傷病を中心に具体的に解
解と応急手当
説する。また、実際にあった事例をもとに学校における危機管理
体制についても考える。

山口県山口市

6時間 平成30年8月23日

山口県立大学

子どもにとって読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、
想像力を培うなど豊かな人間性を身につける重要な活動である。
【選択】読書が育む豊かな人間性
「第63回 学校読書調査報告」を参考にしつつ、児童・生徒の読書 安光 裕子（国際文化学部教授）
－学校図書館を活かす－
活動の実態および児童・生徒の発達段階に応じた読書の意義な
どについて概説する。

山口県山口市

最近の宇宙観測や素粒子の加速器実験の進展で、今まで人類
が想像しなかった新しい宇宙の姿や物質の姿が見え始めていま
山陽小野田市立
【選択】最近の科学的な自然観に
す。それらのエキサイティングな現状を踏まえ、理科教育の究極 吉村 高男（共通教育センター教授）
山口東京理科大
ついて
的な目標である「科学的な自然観の育成」について、今日的な立
学
場から分かりやすく解説することを試みます。

受講料

6,000円

6時間 平成30年8月23日

【選択】協同の教育を学ぶ

主な受講対象者

小・中・高等・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭・栄
栄養教諭
養教諭

山口県山口市

山口県立大学

対象職種

福岡女子大学

現在、生物の多様性はどのように認識されているのか、人間の
【選択】実践で学ぶ最新の生命科
目に見えない生物（特に原生生物）が生態的・進化的にいかに重
瀧下 清貴（国際文理学部教授）
学・物質科学
要なのか、について学ぶ。また、顕微鏡観察や遺伝子解析等を
大坪 繭子（国際文理学部助手）
（1） 目に見えない生物の多様性
行うことによって、普段目にすることのない微生物の存在を実際
を考える
に確認する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月1日

教諭

高等学校及び中
学校の理科教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20084506589号

092-661-2728

http://www.fwu.ac.jp

福岡女子大学

「ナメクジの学習機構」、「光走性機構」などの最新知見や実験手
【選択】実践で学ぶ最新の生命科 法を題材に取り上げ、動物行動の基にある神経系の可塑性と、
その機能発現におけるロジックについて学ぶ。特に、中高の理科 松尾 亮太（国際文理学部准教授）
学・物質科学
教育現場で実践可能な生物実習の方法などについて体験、体得
（２）ナメクジを使った神経科学
してもらうことを主眼としている。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月2日

教諭

高等学校及び中
学校の理科教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20084506590号

092-661-2728

http://www.fwu.ac.jp

福岡女子大学

身近で起こっている界面現象および界面に影響を及ぼす界面活
性剤（あるいは両親媒性物質）の性質や機能について、水／空
【選択】実践で学ぶ最新の生命科
気界面や水／油界面に形成される界面活性剤の界面分子膜の
池田 宣弘（国際文理学部教授）
学・物質科学
研究等の紹介も含めて、学ぶ。また、講習の中で、簡単な界面張
（３） 界面活性剤と界面現象
力の測定実験も行って、界面の分子膜の状態が濃度や温度とと
もにどのように変化するかについても考察する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月3日

教諭

高等学校及び中
学校の理科教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20084506591号

092-661-2728

http://www.fwu.ac.jp

福岡女子大学

【選択】「国語教材への視点」

教科書に採択されている国語教材については、作品の一部に留
まっていることが多い。本講習では、教材をめぐって、新知見から 坂本 浩一（国際文理学部教授）
なる読解の方法の提示や日本語教育との対照など、国語教育に 橋本 直幸（国際文理学部准教授）
関わる問題を示し、新たな教授法を考える一助とする。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月3日

教諭

高等学校及び中
学校の国語教諭

6,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20084506592号

092-661-2728

http://www.fwu.ac.jp

福岡女子大学

【選択】「国語」教材の講読Ⅰ

古典（古文・漢文）に関して、原典を専門的に読み解いていくこと
により、「国語」教材に対する読解力と指導力の更なる向上を目
指す。基本的にはひとつの作品を丹念に講読していくことによっ
て、活発な意見交換がはかれるようにする。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月4日

教諭

高等学校及び中
学校の国語教諭

6,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20084506593号

092-661-2728

http://www.fwu.ac.jp

福岡女子大学

【選択】「国語」教材の講読Ⅱ

古典を中心に、原典を専門的に読み解いていくことにより、「国
語」教材に対する読解力と指導力の更なる向上を目指す。基本
的にはひとつの作品を丹念に講読していくことによって、活発な
意見交換がはかれるようにする。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月6日

教諭

高等学校及び中
学校の国語教諭

6,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20084506594号

092-661-2728

http://www.fwu.ac.jp

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月7日

教諭

高等学校及び中
学校の国語教諭

6,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20084506595号

092-661-2728

http://www.fwu.ac.jp

月野 文子（国際文理学部教授）
沼尻 利通（福岡教育大学准教授）
坂口 周（国際文理学部講師）
大久保 順子（国際文理学部教授）

福岡女子大学

日本の文学及び歴史、また日本語学をめぐる最近の研究動向を
【選択】境界を超える｢文学｣・「歴 踏まえつつ、文学的・歴史学的・言語学的な諸問題を講じていく。 渡邉 俊 （国際文理学部准教授）
史」・｢ことば｣
学際的な手法を取り入れることによって、｢国語｣教材の研究にも 荻野 千砂子（福岡教育大学准教授）
有益となる新たな視点を取り込む。

福岡女子大学

【選択】食指導に活かす栄養学
的・医学的基礎知識

食べることは生きるための基本であり、子どもの健やかな心と身
体の発達に欠かせないものである。しかしながら、栄養素摂取の
偏り、例えば朝食の欠食、小児期における肥満の増加、女児思
中村 強(国際文理学部教授）
春期のやせの増加など、多くの課題を抱え、また多様化、深刻化
濱田 俊(国際文理学部教授）
し、生涯にわたる健康への影響が懸念されている。
本講義では栄養学・医学的視点から子どもの心身の発達と健康
の諸問題について講義する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月6日

小学校、中学校、
教諭
高等学校に勤務
栄養教諭 する栄養教諭、家
庭科教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20084506596号

092-661-2728

http://www.fwu.ac.jp

福岡女子大学

【選択】栄養ケアプロセスの実践
と食と健康に関する基礎知識

栄養ケアプロセスによる栄養スクリーニング、栄養アセスメント、
栄養診断（PES）、栄養介入計画、モニタリングについて解説し、
チーム医療における栄養管理の実践、大量調理施設での食事提
片桐 義範(国際文理学部教授）
供や衛生管理についても解説する。また、食と健康に関する施策
南里 明子（国際文理学部准教授）
や食事調査の方法について解説し、栄養素・食品・食事パターン
と抑うつや糖尿病などの生活習慣病との関連について最近のエ
ビデンスを紹介する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月7日

小学校、中学校、
教諭
高等学校に勤務
栄養教諭 する栄養教諭、家
庭科教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20084506597号

092-661-2728

http://www.fwu.ac.jp

福岡女子大学

日本型食生活の特徴である米、野菜類、魚介類などの食材に関
して、その「衛生管理」や「調理」の特徴、また食品の「おいしさ」
や「機能」などについて科学的なデータを踏まえ、分かりやすく講 石川 洋哉(国際文理学部准教授）
【選択】学校における食の安全確
義する。また、食に関する指導の目標である「正しい知識・情報に 舟木 淳子（国際文理学部准教授）
保と食品の活用法
基づいて、食物の品質及び安全性等について自ら判断できる能 梅木 陽子(国際文理学部講師）
力を身に付ける」ための児童・生徒への食の安全教育に関して講
義する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月8日

小学校、中学校、
教諭
高等学校に勤務
栄養教諭 する栄養教諭、家
庭科教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20084506598号

092-661-2728

http://www.fwu.ac.jp
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

会津大学短期大
【選択】幼児教育と福祉
学部

講習の概要

担当講師

河原田 潤（短期大学部幼児教育学科教授）
幼児教育に関する方法論を中心に，実践的な内容を取り上げま 市川 和彦（短期大学部幼児教育学科教授）
す。健康，造形，音楽表現等の実技科目に加えて，幼児教育を 渡部 琢也（短期大学部幼児教育学科講師）
取り巻く環境として，福祉領域（含む障がい理解）に関する内容も 鈴木 勲（短期大学部幼児教育学科講師）
取り上げ，より広範な視座から幼児教育を理解することを目指し 木村 淳也（短期大学部幼児教育学科講師）
葉山 亮三（短期大学部幼児教育学科講師）
ます。
吉田 亜矢（短期大学部非常勤講師）

講習の開催地

福島県会津若
松市

時間数

講習の期間

平成30年8月17日、
18時間 平成30年8月20日～
平成30年8月21日

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

教諭

幼稚園教諭

18,000円

50人

平成30年4月27日～
平成30年8月10日

平30-25005506800号

0242-37-2301

http://www.jc.uaizu.ac.jp/

天使大学

学校給食の目標の一つに「わが国や各地域の優れた伝統的な
食文化について理解を深めること」とあります。しかし、日本全体
としての一般的な食文化や伝統料理、郷土料理についての情報
は、インターネットなどで得られても、北海道地域の食文化に関す 山部 秀子（看護栄養学部教授、大学院看護栄
北海道札幌市
【選択】北海道の食文化について
養学研究科教授）
る情報は得にくいのが現状です。
北海道という歴史が浅く明治期に開拓が始まった地域における
食文化のあり方やその過程、また文化として残されている料理に
ついて最新情報を交えて解説し、その一部を実習します。

6時間 平成30年8月7日

栄養教諭

栄養教諭

7,000円

20人

平成30年5月1日～
平成30年5月25日

平30-30008506948号

011-741-1051

http://www.tenshi.ac.jp
/

天使大学

「協同学習を要としたアクティブ・ラーニング」の引き出し方につい
【選択】「みること」をいかして引き
て具体的に学びます。作文をアクティブ・ラーニング化する看図作 鹿内 信善（看護栄養学部教授）
出す主体的で対話的な深い学び
文や看図アプローチという「みること」を重視した授業づくりの方 石田 ゆき（日本医療大学 非常勤講師）
(アクティブ・ラーニング)
法についても学びます。

北海道札幌市

6時間 平成30年8月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

32人

平成30年5月1日～
平成30年5月25日

平30-30008506949号

011-741-1051

http://www.tenshi.ac.jp
/

天使大学

食物アレルギーについての基礎的知識とアレルギーへの対応に
武藏 学(学長、看護栄養学部教授、大学院看
ついて学びます。講師がこれまでに経験した具体的事例の提示
護栄養学研究科教授)
【選択】学校で役立つ食物アレル
北海道札幌市
も行い、アレルギーの原因、症状の現れ方が多彩なことも学んで
志賀 一希(看護栄養学部准教授、大学院看護
ギーの知識とアレルギー対応
頂きます。また食物アレルギーで注意すべき食事や調理法等に
栄養学研究科准教授)
ついても解説します。

6時間 平成30年8月5日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全校種、全教員

6,000円

60人

平成30年5月1日～
平成30年5月25日

平30-30008506950号

011-741-1051

http://www.tenshi.ac.jp
/

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学 18,000円
校教諭及び養護
教諭

60人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506754号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭及び養護
教諭
幼稚園・小学校・

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506755号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506756号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506757号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

星槎道都大学

【選択】特別支援教育講座

特別支援教育の動向を踏まえ，発達障害についての理解を深め
ると共に，すべての障害についての基本的な特性を学ぶ。その
上で，障害種ごとに分科会形式で指導上の課題を整理し解決策
等について研修する。
１ 特別支援教育の展開と課題を学ぶ
２ 発達障害の理解と指導上の配慮事項を学ぶ
３ 各障害の特性を学ぶ
４ 指導上の課題を学ぶ

星槎道都大学

【選択】校務に役立つExcel基礎
講座

Ｅｘｃｅｌの活用方法から，校務に必要な事務作業の効率化を習得
由水 伸（星槎道都大学経営学部教授）
します。校務に必要な各種データの統計処理，グラフ作成，関数
舟橋 誠（星槎道都大学経営学部准教授）
など基礎的な利用方法を解説し，学校現場における事例を用い，
青山 浩之（星槎道都大学経営学部准教授）
パソコンによる実習を行い学習します。

北海道北広島
市

6時間 平成30年8月6日

星槎道都大学

【選択】校務に役立つExcel基礎
講座

Ｅｘｃｅｌの活用方法から，校務に必要な事務作業の効率化を習得
由水 伸（星槎道都大学経営学部教授）
します。校務に必要な各種データの統計処理，グラフ作成，関数
舟橋 誠（星槎道都大学経営学部准教授）
など基礎的な利用方法を解説し，学校現場における事例を用い，
青山 浩之（星槎道都大学経営学部准教授）
パソコンによる実習を行い学習します。

北海道北広島
市

6時間 平成30年8月9日

星槎道都大学

【選択】校務に役立つExcel応用
講座（マクロ編）

Excelのマクロを活用し，校務に必要な事務作業の効率化を習得
します。校務に必要な各種データの統計処理におけるマクロの活 由水 伸（星槎道都大学経営学部教授）
用による作業効率を向上し，その他の場面での応用的な利用方 舟橋 誠（星槎道都大学経営学部准教授）
法を解説し，学校現場における事例を用いパソコンによる実習を 青山 浩之（星槎道都大学経営学部准教授）
行い学習します。

北海道北広島
市

6時間 平成30年8月7日

星槎道都大学

【選択】校務に役立つExcel応用
講座（マクロ編）

Excelのマクロを活用し，校務に必要な事務作業の効率化を習得
します。校務に必要な各種データの統計処理におけるマクロの活 由水 伸（星槎道都大学経営学部教授）
用による作業効率を向上し，その他の場面での応用的な利用方 舟橋 誠（星槎道都大学経営学部准教授）
法を解説し，学校現場における事例を用いパソコンによる実習を 青山 浩之（星槎道都大学経営学部准教授）
行い学習します。

北海道北広島
市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506758号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

星槎道都大学

効果的なプレゼンテーション資料や教材作成ができるように，
Microsoft PowerPointの基本的な操作方法を学習します。講習は 由水 伸（星槎道都大学経営学部教授）
【選択】校務に役立つPowerPoint
実際に一人一台パソコンを使用する演習形式で行い，講習の最 舟橋 誠（星槎道都大学経営学部准教授）
基礎講座
後には講習内で作成したスライドを担当講師が評価します。な
青山 浩之（星槎道都大学経営学部准教授）
お，文字入力のできるパソコン初級者を対象とします。

北海道北広島
市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506759号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

星槎道都大学

業務における様々な記録映像のクオリティアップを図るため，映
像制作授業や部活動の指導の際の留意点となる映像の撮影や
編集テクニックを学ぶ。
【選択】演出テクニックを学び魅せ そのために本講習では，映像の誕生から現在までの歴史を学ぶ 北嶋 洋一（星槎道都大学美術学部デザイン学 北海道北広島
る映像を制作（基本編）
ことから始まり，映画やTV，CM，PVなど，様々なプロ作品の鑑
科講師）
市
賞，分析までを行う。そして，アマチュア映像との決定的な差とな
る演出法，構図についてを，設計図である絵コンテの作成方法を
通じて学ぶこととする。

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506760号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

星槎道都大学

業務における様々な記録映像のクオリティアップを図るため，映
像制作授業や部活動の指導の際の留意点となる映像の撮影や
編集テクニックを学ぶ。
【選択】演出テクニックを学び魅せ 本講習では映像制作の技術面 ［設計～撮影～編集～発表］
北嶋 洋一（星槎道都大学美術学部デザイン学 北海道北広島
る映像を制作（応用編）
の習得を中心に，映像作品完成までの実作業を体験することに 科講師）
市
なる。そして，一連の作業を通じて優れた映像を作るために必要
な要素とは何かを発見し，魅せることのできる映像制作を行うた
めの心構えと知識・技術を身につけることを目標とする。

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506761号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

板垣 裕彦（星槎道都大学社会福祉学部教授）
坂上 俊樹（星槎道都大学社会福祉学部教授）
酒井 宏三（星槎道都大学社会福祉学部非常 北海道北広島
市
勤講師）
高橋 健剛（星槎道都大学社会福祉学部教授）
荒木 広式（星槎道都大学社会福祉学部教授）

18時間

163 / 271 ページ

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭及び養護
教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭
校教諭及び養護
教諭
教諭
養護教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

認定番号

教諭

幼稚園，小学校，
中学校・高等学
校（美術），特別
支援学校教諭

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506762号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

北海道北広島
市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園，小学校，
中学校・高等学
校教諭（保健体
育），特別支援学
校教諭

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506763号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

北海道北広島
市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校，中学校・
高等学校教諭
（保健体育）

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506764号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

北海道北広島
市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506765号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

星槎道都大学

【選択】陣取ゴール型（タグラグ
ビー）の指導法

電話番号

ＵＲＬ

6時間 平成30年8月10日

体育実技において，指導の難しさが指摘されているベースボール
型（球技）の指導方法や授業づくりを考え，活用できることを目標
【選択】ベースボール型授業の指
に講義します。また，教科指導にとらわれず，運動の指導に関す 米野 宏（星槎道都大学経営学部准教授）
導法
る内容を含み，種目としてソフトボールと硬式野球の指導に関す
る講義及び実技を行います。

受講人数

受講者募集期間

受講料

星槎道都大学

間取りとは「すまいのかたち」をあらわしたものです。この講習で
は，間取りを表した図の読み方から住まいの基本的な知識を学
び，受講者にそれぞれ設定した家族のための住まいを考えてい
安藤 淳一（星槎道都大学美術学部教授）
ただきます。
この講習では，受講者が現場での教授対象の生徒へ生活に必 佐藤 善太郎（星槎道都大学美術学部教授）
要な衣食住のうち，「住」の大切さの基本を伝えられるものを提供
いたします。

講習の期間

主な受講対象者

星槎道都大学

体育実技において，攻守混合系・陣取ゴール型（タグラグビー）の
指導方法や授業づくりを考え，体育授業での指導など学校現場
において運動指導を行う際に活用できる運動指導の基礎につい 佐藤 和裕（星槎道都大学経営学部准教授）
て実践することができる力を養うことを目的とした講習を行いま
す。

時間数

対象職種

講習の開催地

物語と魅力的な作画により絵本というメディアは成立しているが，
そこにペーパークラフト（紙工作）のアイディアを取り入れて，見る
者，読む者に一層の驚きを与えるのが「飛び出す絵本」の力であ
北嶋 洋一（星槎道都大学美術学部デザイン学 北海道北広島
【選択】ペーパークラフトのテク
る。本講座では，基本的なポップアップのパターンを数種類マス
科講師）
市
ニックから「飛び出す絵本」を制作
ターした後，いずれかのパターンを1種類応用し，自作のイラスト
レーションと組み合わせて作品制作を目指す。完成作品は画用
紙を用いた見開き2ページとする。

星槎道都大学

【選択】間取りをつくることから住
まいを考える

星槎道都大学

一方的な説明や練習に終始する授業から脱却し，子どもたちが
【選択】新しい学びと実践力を身 主体的・協働的に学習するアクティブ・ラーニングの手法を取り入
西崎 毅（星槎道都大学社会福祉学部教授）
に付けるアクティブ・ラーニングの れた授業を行うことが求められています。本講習では，アクティ
ブ・ラーニングが求められる背景について改めて理解を深めると
理論と実践
ともに，具体的な実践方法を模索します。

北海道北広島
市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506766号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

星槎道都大学

一方的な説明や練習に終始する授業から脱却し，子どもたちが
【選択】新しい学びと実践力を身 主体的・協働的に学習するアクティブ・ラーニングの手法を取り入
西崎 毅（星槎道都大学社会福祉学部教授）
に付けるアクティブ・ラーニングの れた授業を行うことが求められています。本講習では，アクティ
ブ・ラーニングが求められる背景について改めて理解を深めると
理論と実践
ともに，具体的な実践方法を模索します。

北海道北広島
市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506767号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

星槎道都大学

【選択】発達障害等生きにくさが
ある子どもの理解と教育

小中高等学校等に在学している知的に遅れのない児童生徒の
中には，情緒的な不安定さや発達の歪みや偏りにより適応障害
板垣 裕彦（星槎道都大学社会福祉学部教授） 北海道北広島
を発生したり，学校生活で生きずらさを感じている子供たちがい
高橋 健剛（星槎道都大学社会福祉学部教授） 市
る。そのような子供たちの理解と教育的な支援をどのように行っ
たらよいかについて考えてみたい。

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009506768号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

藤女子大学

【選択】アクティブで深い学びをも
たらす英語の授業を目指して〜
学習科学・認知言語学的アプ
ローチから

本講習は、近年重要視されている「主体的・対話的で深い学び」
を教室で実践するために、学術的な背景をベースとして、外国語
（英語）教育に必要な実技を交えて自ら学ぶ機会を提供します。 工藤 雅之（文学部 准教授）
特徴として、教育学的な視座だけでなく、認知言語学の知見など 高橋 博（人間生活学部 准教授）
も取り入れ、明日からの授業運営に役立つ知識と技術を共有し
ます。

北海道札幌市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30013506458号

011-736-5736

http://www.fujijoshi.ac.j
p

藤女子大学

【選択】「日本語史の諸問題」と
「「読書」から「文学批評」へ」

①本講習では、日本語の歴史的展開に関する諸問題の中から、
音韻・音声と表記、文法、待遇表現の分野を対象に、いくつかを
取り上げ、検討する。
②近代になり読書は「音読」から「黙読」に劇的に転回したが、抑
漆﨑 正人（文学部 教授）
も「読む」行為とは、どういうものか。「読む」ことと「識字」の違いを
菅本 康之（文学部 教授）
出発点にし、「読む」ことについて明らかにする。その上で、「形
式」や「文体」を無視し、「内容」だけを追求する鑑賞のあり方に異
議を呈す。「形式」と「内容」は一体であることを批評理論を紹介
することで、「読む」ことの新しい「地平」を明らかにする。

北海道札幌市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校・高等学
校（国語）教諭

6,000円

50人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30013506459号

011-736-5736

http://www.fujijoshi.ac.j
p

藤女子大学

憲法改正をめぐる最近の議論状況を踏まえ、現在の憲法が拠っ
【選択】憲法の役割と最近の憲法 てたつ立憲主義の歴史や内容、その存在意義を確認する。ま
真鶴 俊喜（文学部 教授）
改正論
た、日本の法文化的伝統の視点も加え、過去から現在にかけて
の日本人の憲法意識を批判的に検討する。

北海道札幌市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（公民）
教諭

6,000円

50人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30013506460号

011-736-5736

http://www.fujijoshi.ac.j
p

藤女子大学

今、家庭科教育には、日本の伝統や文化を尊重する態度を育て
ることが求められている。本講座はその学びの一例を衣生活領
域の立場から検討する。具体的には、日本の伝統工芸品のひと
【選択】家庭科教育における日本
つである組紐を題材とし、歴史・文化的背景を学び、実際に組紐
文化理解のための教材検討－組
長尾 順子（人間生活学部 講師）
を製作する。さらにこの組紐を日用品に応用させた作品を１つ作
紐製作を通して－
りあげる。これらを通して、日本文化への理解を深め、かつ日常
生活に活用できる教材の検討を目的とする。
なお、製作にはミシンを使用する。

北海道石狩市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校・高等学
校（家庭科）教諭

6,500円

10人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30013506461号

011-736-5736

http://www.fujijoshi.ac.j
p

藤女子大学

◎昨年8月に実施の講習内容と同じです。
①食生活において、日頃から非日常を想定した準備が肝要であ
る。また、日常としても不足しがちな野菜をいかに検討すべきか、
【選択】「食生活における加工食 栄養バランスを考えるとともに日常にも相当する備蓄について検
品などの利用～日常・非日常の 討する。
村田 まり子（人間生活学部 准教授）
食事を考える～」と「子供の成長 ※実習のため、7月実施分の検便結果の写しを提出していただき
隈元 晴子（人間生活学部 講師）
と食環境～食体験の格差につい ます。
て考える～」
②子どもの学びの環境や食生活では、さまざまな格差が拡がっ
ている。家庭において、子どもの成長段階に相応しい食の体験が
なされない場合に、学校ではどのようなアプローチをすることが重
要なのかについて考えていきたい。

北海道石狩市

6時間 平成30年8月6日

栄養教諭

栄養教諭

6,500円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30013506462号

011-736-5736

http://www.fujijoshi.ac.j
p
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

本講習会では現在大学で実施されている機械工学教育の最新
事例について紹介する。具体的には解析ソフトを用いた力学問
【選択】機械工学教育の最新動向 題の視覚的理解及び簡単な設計問題解法を体験するとともに、
北海道科学大学
について
次世代ものづくり技術、ものづくりで必要不可欠な省エネルギー
技術や環境負荷の低い自然エネルギー利用技術などを紹介す
る。

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

大竹 秀雄（工学部教授）

北海道札幌市

6時間 平成30年8月9日

教諭

高等学校教諭
（工業・主として機
械）

6,000円

10人

平成30年5月8日～
平成30年6月29日

平30-30019505041号

011-688-2378

http://www.hus.ac.jp/

本講前半ではグラフィカルユーザーインターフェースを持つシミュ
レータを用いて、簡単な電気・電子回路シミュレーションを実践的
【選択】電気電子系実験・実習の に体験し、実際にブレッドボード上で組んだ回路との比較検討を
木村 尚仁（工学部教授）
北海道科学大学 ための回路シミュレータとマイコン 行う。後半はフィジカルコンピューティング用マイコンの初歩的な
一戸 善弘（工学部助教）
使い方から、センサー等と組み合わせたIoTにも通じる応用まで
活用法
を学ぶ。前後半を通して工業・理科・技術などの実習・実験授業
の効果的実施に活用できる内容を紹介する。

北海道札幌市

6時間 平成30年8月9日

教諭

高等学校教諭
（工業）、中学校
教諭（理科・技
術）

6,000円

15人

平成30年5月8日～
平成30年6月29日

平30-30019505042号

011-688-2378

http://www.hus.ac.jp/

【選択】建築計画・構造・環境学
北海道科学大学
の現在について

モダン、ポストモダン、それ以降現代までに至る経緯を振り返りな
がら、建築計画・意匠計画の最前線の理論と様々な実践例を学
ぶ。また、阪神大震災や東日本大震災の被害原因について解説 佐藤 孝（工学部教授）
田沼 吉伸（工学部教授）
し、最近行われている耐震診断、耐震補強について学ぶ。さら
に、超高性能外皮技術・自然エネルギー利用技術・高効率な設 福島 明（工学部教授）
備技術を融合させた建築環境学の最先端の研究について学ぶ。
以上を本講習の目的とする。

北海道札幌市

6時間 平成30年8月9日

教諭

高等学校教諭
（工業・主に建
築）

6,000円

40人

平成30年5月8日～
平成30年6月29日

平30-30019505043号

011-688-2378

http://www.hus.ac.jp/

北海道科学大学 【選択】都市環境科目講習

地球環境問題の深刻化や社会経済状況の急速な変化等の問題
に直面している中で、社会が必要としている土木技術や環境との
調和を目指す新しい技術、及びその考え方について講義を行う。 白石 悟（工学部教授）
例えば東日本大震災のような大地震に対する耐震・免震技術、 井田 直人（工学部准教授）
急速な高齢化と人口減少が進む地域の交通を確保するために必 木内 伸洋（工学部助教）
要な交通計画の評価方法、都市域における好ましい水循環シス
テム構築の取り組み等について、講義や実験を交えながら学ぶ。

北海道札幌市

6時間 平成30年8月9日

教諭

高等学校教諭
（工業：主に土
木）

6,000円

40人

平成30年5月8日～
平成30年6月29日

平30-30019505044号

011-688-2378

http://www.hus.ac.jp/

北海道江別市

6時間 平成30年8月1日

教諭
栄養教諭

小・中・高等学校
教諭（主として理
科、農業）、栄養
教諭

7,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30023505031号

011-388-4125

http://www.rakuno.ac.j
p/

酪農学園大学

①自給率向上のためには、生産面の取組だけではなく、消費面
での「食育」の推進が不可欠である。生産者と消費者の連携強化
【選択】食料自給率向上のために
による「食育」への具体的な取組事例を紹介し、「食育」を推進す
相原 晴伴（農食環境学群循環農学類教授）
①食料自給率向上のための北海
るためにはどのような方策が必要かを検討する。
我妻 尚広（農食環境学群循環農学類教授）
道農業の役割②DNAを見てみよ
②最近DNAという言葉をよく耳にするが、DNAを見る機会は少な
う
い。そこで実際にブロッコリーからDNAを抽出して見てもらい、
DNAの働きについて紹介する。

酪農学園大学

【選択】食品と健康の関係につい
て①超高齢社会における食料品
のアクセス問題とフードシステム
の課題②動物性タンパク質、特に
食肉に関わるトピックス

①近年では社会経済的状況による食料品購入の量・質の個人差
や、近くに店舗がない食料品アクセス問題が深刻化し、高齢社会
とあいまって「健康格差」という国レベルの大きな問題となってい
る。最近の研究からこの問題を解説する。
②動物性タンパク質は健康寿命を維持する重要な栄養素であ
り、家禽を含めた畜産動物の骨格筋は食肉として食卓を豊かに
する良質なタンパク質源である。食肉タンパク質の栄養的価値や
問題点を説明し、分離可視化する実験を行う。

深澤 史樹（農食環境学群食と健康学類准教
授）
岩﨑 智仁（農食環境学群食と健康学類准教
授）

北海道江別市

6時間 平成30年8月2日

教諭
栄養教諭

小・中・高等学校
教諭（主として理
科、農業）、栄養
教諭

7,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30023505032号

011-388-4125

http://www.rakuno.ac.j
p/

酪農学園大学

【選択】環境問題について考える
①身近になったヒグマとの付き合
い方：生徒に何を伝えるか②気象
災害から児童・生徒を守る③環境
問題解決のために取り組むべき
こと

①近年生息数を増加させ社会的関心が高まるヒグマについて、
最新の生態や現状、状況に応じた適切な対処方法を紹介する。
②学校内外を問わず子供を守ることを念頭に置き、最新厳しさが
増している気象災害の背景や注意事項、対策を中心に展開す
る。
③環境問題の本質的な課題は私たちの意識やライフスタイルの
変革である。国連のSDGｓ（持続可能な開発目標）から、環境問
題解決の取り組みをアクティブ・ラーニングのスタイルで考える。

佐藤 喜和（農食環境学群環境共生学類教授）
馬場 賢治（農食環境学群環境共生学類准教
北海道江別市
授）
押谷 一（農食環境学群環境共生学類教授）

6時間 平成30年8月3日

教諭

小・中・高等学校
教諭（主として理
科、農業）

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30023505033号

011-388-4125

http://www.rakuno.ac.j
p/

6時間 平成30年8月6日

幼稚園、小学校、
中学校（社会
科）、義務教育学
校（社会科）、高
教諭
等学校（社会
養護教諭
科）、中等教育学
校、特別支援学
校、幼保連携型
認定こども園教

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年7月12日

平30-30024506824号

0162-32-7511

http://www.wakhok.ac.j
p

6時間 平成30年8月7日

幼稚園、小学校、
中学校数学科、
義務教育学校算
数・数学科、高等
学校数学科、中
等教育学校、特
別支援学校教員
向け

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年7月12日

平30-30024506825号

0162-32-7511

http://www.wakhok.ac.j
p

幼稚園、小学校、
中学校、義務教
育学校、高等学
教諭
校、中等教育学
養護教諭 校、特別支援学
校、幼保連携型
認定こども園教
員向け

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年7月12日

平30-30024506826号

0162-32-7511

http://www.wakhok.ac.j
p

近年、児童生徒が正課および正課外の活動の中で「調べ学習」
を行う機会が増えています。「調べ学習」の際には、インターネッ
【選択】「調べ学習」を通して学ぶ トや図書館での調査のほか、インタビュー調査がよく実施されま
稚内北星学園大
インタビュー調査とプレゼンテー す。本講習では、このインタビュー調査に焦点を当て、調べ学習と
学
ションソフト活用
インタビュー調査の基本について学習し、実践します。また、調査
の結果をパワーポイントなどのプレゼンテーションソフトを使って
まとめる手法についても学習します。

安藤
井出
田村
石橋

友晴（情報メディア学部教授）
晃憲（情報メディア学部准教授）
龍一（情報メディア学部准教授）
豊之（情報メディア学部助教）

算数・数学の授業を実験として構成し、その道具としての教具・学
習具の開発を体験します。特に、学習具、すなわち、子供一人一
【選択】見る，触れる算数・数学を
人が所有、操作でき、自分の中に算数・数学をつくるものに焦点
稚内北星学園大 つくるおもしろ教具・学習具の開
を当てます。次期学習指導要領算数科・数学科の改善の方向性 澁谷 久（情報メディア学部教授）
学
発～「もの」から体得する，わかっ
として示された、幼児教育から始まる、小学校，中学校，高等学
て楽しい算数・数学の世界～
校教育における資質・能力、教科目標の連続性を踏まえ、わかる
楽しい授業づくりについて学習具を通して考えます。

稚内北星学園大
【選択】プログラミングを始めよう
学

2020年に小学校でのプログラミング教育が必修化されます。プロ
グラミングを学ぶことは職業選択の幅が広がるだけでなく、物事
を順序立てて論理的に考える「プログラミング的思考」を身につけ
ることにつながり、思考力・判断力・表現力を養うことができます。 佐賀 孝博（情報メディア学部教授）
本講座では、プログラミング教育の概観を学んだ後、児童生徒も
操作できる複数のツールや言語を用いてプログラミングを実習形
式で行い、プログラミング教育への活用を考えます。

北海道稚内市

北海道稚内市

北海道稚内市
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6時間 平成30年8月8日

教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

稚内北星学園大
【選択】魅力ある学級づくり
学

講習の概要

担当講師

初等教育から高等学校まで、安心安全で居場所のある学級、自
主自立の力が育つ学級、キャリア支援を励まし合う学級など、
リーダーとフォロアーが育つ学級をつくるにはどんな理論や方法
但田 勝義（情報メディア学部教授）
があるのかを実践的な講義や演習、グループワークや話し合い
加藤 良平（情報メディア学部教授）
を通じて深め合い高め合います。発達段階に応じた講義で、幼稚
園から高等学校・養護の先生まで、若い先生もベテランの先生も
交流を生かしたアクティブ・ラーニングで一緒に学び合います。

・青森県の経済・産業の現状
青森県経済はバブル崩壊後の経済不振、かつてない人口減少と
いう外部環境の変化に晒されています。こうした中で、青森県の
経済・産業がどのような状況にあるのか、また、どのような方向に
高山 貢（経営法学部教授）
青森中央学院大 【選択】青森県における地域産業
向おうとしているのかをデータをもとに考察していきます。
岩船 彰（経営法学部教授）
学
の現状・課題・未来
・青森県の6次産業化による地域振興
第一次産業が食品加工・流通販売にも業務展開している経営形
態を6次産業と称し、それに伴う経営の多角化を6次産業化と呼
ぶ。本県の農業の6次産業化と地域振興の現状を考察する。

【選択】学校が抱える課題‐郷土
青森中央学院大
理解教育・危機管理の観点から
学
の考察‐

郷土理解教育
郷土理解教育は、教育基本法第2条第5項にある通り、学校教育
における重要な課題になっている。本項では、本県立県150年に
なる機会をとらえ、幕末における青森県の状況を講習内容とす
る。
竹中 司郎（経営法学部准教授）
学校組織の危機管理
大泉 常長（経営法学部准教授）
学校管理下において児童・生徒の健康と安全を守るための「危機
管理」とはどのようなものか。平成28年3月に文科省から公表され
た「学校事故対応に関する指針」について解説し、学校管理下で
実際に発生した事故を事例として、教職員が備えるべき「危機意
識」について検討することを目的とする。

‐労働法の考察‐
日本の教員は、諸外国の教員と比して労働時間が長いことで知
られる。諸国の労働に関する法律と日本の同法を比較し、日本の
労働法における問題点を考察する。
小俣 勝治（経営法学部教授）
青森中央学院大 【選択】学校教育において有用な
‐憲法改正に対する考察‐
太田 航平（経営法学部講師）
学
『法』に関する講義
「日本国憲法の改正手続に関する法律」が、平成22年より施行さ
れ，同法の一部を改正する法律が，平成26年に公布・施行され
た。憲法を尊重し擁護する義務を負う公立学校教員向けに、憲法
改正における問題点を解説する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

幼稚園、小学校、
中学校、義務教
育学校、高等学
校、中等教育学
教諭
養護教諭 校、特別支援学
校、幼保連携型
認定こども園教
員向け

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年7月12日

平30-30024506827号

0162-32-7511

http://www.wakhok.ac.j
p

北海道稚内市

6時間 平成30年8月11日

青森県青森市

6時間 平成30年7月26日

教諭

中学校教諭 社
会・高等学校教
諭 公民・高等学
校教諭 商業

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月20日

平30-30028506919号

017-728-0131

http://www.aomoricgu.
ac.jp/

青森県青森市

6時間 平成30年7月27日

教諭

中学校教諭 社
会・高等学校教
諭 公民・高等学
校教諭 商業

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月20日

平30-30028506920号

017-728-0131

http://www.aomoricgu.
ac.jp/

青森県青森市

6時間 平成30年7月30日

教諭

中学校教諭 社
会・高等学校教
諭 公民・高等学
校教諭 商業

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月20日

平30-30028506921号

017-728-0131

http://www.aomoricgu.
ac.jp/

教諭

中学・高等学校
保健体育科教諭

6,000円

15人

平成30年4月17日～
平成30年5月7日

平30-30040505240号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

【選択】スポーツバイオメカニクス

走・跳・投をはじめ、スポーツにおける各種運動動作をバイオメカ
ニクス的観点から解説する。具体的には、各種運動動作の成り
宮西 智久（教授）
立ちやその力学的メカニズムについて考え、合理的な技術指導
やトレーニング方法を論述する。

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年6月9日

仙台大学

【選択】応急手当

本講習では、講義後に実習し、実際に使える処置方法を習得しま
す。
AEDは、実際に使用する場面の紹介、不整脈の種類、パッドの貼
る位置と理由などを理解後、訓練用ＡＥＤを使用した心肺蘇生法 橋本 実（教授）
をおこないます。
スポーツ外傷は、外傷の種類、止血方法、固定方法を学んだ後
に、簡単な処置方法の実習をします。

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年6月16日

中学・高等学校
教諭
保健体育科教諭
養護教諭
および養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月7日

平30-30040505241号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

仙台大学

【選択】コミュニケーションスキル
アップのためのワークショップ

児童、生徒の教科指導および生徒指導など、多岐にわたる場面
において「コミュニケーション能力」の重要性が叫ばれている。
本講義ではコミュニケーションの様々な側面を分析するとともに、 粟木 一博（教授）
豊かな人間関係の構築のために役立つコミュニケーションについ
て考える場を提供することを目的とする。

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年6月17日

教諭
養護教諭

小・中・高等学
校，中等教育学
校，特別支援学
校の教諭および
養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月7日

平30-30040505242号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

仙台大学

【選択】サッカー指導

サッカーの基本スキル獲得のための指導法を主たる目的としま
す。
中屋敷 眞（教授）
日本サッカー協会の指導指針をベースに諸スポーツ科学を組み
黒澤 尚（助教）
入れて、より効果的な指導・コーチング方法とトレーニング方法を
提供する講習会とします。

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年6月23日

教諭

中学・高等学校
保健体育科教諭

6,300円

20人

平成30年4月17日～
平成30年5月7日

平30-30040505243号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

仙台大学

【選択】バスケットボールの指導

バスケットボールの基本技術の確認と応用技術への展開を、児
童・生徒の指導を対象とした内容を中心にオフェンス及び、ディ
児玉 善廣（教授）
フェンスの関係を考慮に入れ段階的に進めていく。講義の内容は
佐藤 久夫（教授）
実技を中心にしながら、講義形式も取り入れた形で行う予定であ
る。

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年7月8日

教諭

中学・高等学校
保健体育科教諭

6,300円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月7日

平30-30040505244号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

【選択】教室で学ぶ体育・スポー
ツ

本講義は、体育やスポーツにまつわる基礎知識の学び直しおよ
び新しい知見の提供をねらいとしています。①体育とは何か？、
スポーツとは何か？、②体育教師とスポーツ指導者の違いと
は？、③体罰・暴力はなぜいけないのだろうか？、④オリンピック
を開催するメリットとは？、⑤スポーツとの上手な付き合い方と
髙橋 徹（講師）
は？、などをテーマに講義を進めます。特に本講義では、中学
生・高校生を対象とした体育理論や保健の授業の際にも取り扱
えるような、体育・スポーツに関するトピックスも提供していきたい
と考えています。

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年7月21日

教諭

中学・高等学校
保健体育科教諭

6,000円

15人

平成30年4月17日～
平成30年5月7日

平30-30040505245号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

仙台大学

仙台大学
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対象職種

主な受講対象者

受講料

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年7月28日

教諭
養護教諭

小、中・高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校の教諭および
養護教諭

6,000円

15人

平成30年4月17日～
平成30年5月7日

平30-30040505246号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年8月18日

教諭

中学・高等学校
保健体育科教諭

6,000円

16人

平成30年4月17日～
平成30年5月7日

平30-30040505247号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

【選択】食と情報

近年、食や栄養に関する雑多な情報が世間に氾濫し、食べる側
にとって何が正しい情報なのかよくわからずに困惑している状況
が存在する。
そこで、これらの情報との向き合い方や正誤判断の際に有用なＨ
長橋 雅人（教授）
Ｐについて講義を行う。
また、受講者は実際にパソコンを用いてＨＰにアクセスし、その有
用性や活用法への理解を深める。
（「近年、食や栄養に関する・・・困惑している」という上記文章の
ような状況が生じている観点から、養護教諭も対象とする。）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年8月25日

中学・高等学校
教諭
保健体育科教諭
養護教諭
および養護教諭

6,000円

7人

平成30年4月17日～
平成30年5月7日

平30-30040505248号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

仙台大学

【選択】トレーニングデザイン

生徒の体力低下の現状と問題点の把握、対応策の具体的戦略
を日本人にあったトレーニング方法について講義・討議します。さ
らに、ダイナミックウォーミングアップ、体の歪みの矯正法、重心
バランスの制御法、メディシンボール遊び、プライオメトリックス、 鈴木 省三（教授）
正しいレジスタンストレーニング、アジリティドリルを中心に、具体
的な実技の指導法について実践し、問題点や改善点について考
えて行きます。

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年9月1日

教諭

中学・高等学校
保健体育科教諭

6,300円

15人

平成30年4月17日～
平成30年5月7日

平30-30040505249号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

仙台大学

サッカー未経験者が授業や部活動でサッカーを指導できるよう
【選択】サッカー未経験者でもでき に、サッカーの基本的な技術や戦術について解説し、その指導方
吉井 秀邦（准教授）
法を実際に体験する。また、指導の際にどのようなポイントにコー
るサッカー指導
チングを行うべきかを実技で体験しながら学ぶ。

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年9月17日

教諭

小学校、中学校、
高等学校、中等
教育学校教諭

6,300円

25人

平成30年7月17日～
平成30年8月6日

平30-30040505250号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

仙台大学

【選択】ダンスの指導

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年9月24日

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校保
健体育科教諭

6,300円

15人

平成30年7月17日～
平成30年8月6日

平30-30040505251号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

仙台大学

教師・指導者が「運動を教える」とはどのようなことなのか。コツ・
カン指導の中核となる「発生指導力」の成り立ちについて今日の
【選択】「わかる・できる」指導とス
スポーツ運動学理論を用いて解説し、自得任せの指導方法との
ポーツ運動学
比較・検討から問題点を探っていく。そこで不可欠となる代行分
析力については実際の運動学習体験を通して理解していく。

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年9月29日

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校保
健体育科教諭

6,300円

20人

平成30年7月17日～
平成30年8月6日

平30-30040505252号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

仙台大学

【選択】リハビリテーション論

基本的なリハビリテーションの知識や技術を紹介し、学校教育に
おける活用について事例等を交えて解説する。特に、機能解剖
笠原 岳人（准教授）
学、運動学などの基礎的な内容から、症例や事例検討など、実
際の教育場面に結びつくような講義内容で行いたい。

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年9月30日

中学・高等学校
教諭
保健体育科教諭
養護教諭
および養護教諭

6,000円

10人

平成30年7月17日～
平成30年8月6日

平30-30040505253号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

仙台大学

【選択】剣道の指導

日本の伝統文化としての武道について概説し、学校体育におけ
る武道の変遷や剣道の学習内容について捉えていきたい。実技
斎藤 浩二（教授）
では、基本動作の習得から基本打突の面打ちに至るまでの指導
内容について取り上げていきたい。

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年10月20日

教諭

中学・高等学校
保健体育科教諭

6,300円

10人

平成30年7月17日～
平成30年8月6日

平30-30040505254号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

仙台大学

器械運動の技の構造を確認する。マット、跳び箱、鉄棒、平均台
における演習体験を通して技の構造と指導方法の関係を理解し
【選択】器械運動の技術と指導方
川口 鉄二（教授）
ていく。また、導入段階で必要となるアナロゴンとしての準備・予
法
鈴木 良太（講師）
備運動や安全確保及び補助法についても実際の体験を通して理
解する。

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年10月21日

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校保
健体育科教諭

6,300円

20人

平成30年7月17日～
平成30年8月6日

平30-30040505255号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

仙台大学

柔道の未経験者から初段程度の受講生を対象とします。
武道の必修化にともない、中学、高校の一般体育における柔道
の指導の展開について、基本動作（道衣、礼法、進退動作、受
【選択】柔道の指導（導入と基礎） 身）の重要性を解説し、現場での応用について解説していきま
仲田 直樹（講師）
す。
まず、それらの習得を目標とし、その伝達方法については現場で
考えられる問題点を採り上げていきながら解説していきます。

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年11月25日

教諭

中学・高等学校
保健体育科教
諭、講道館柔道
初段以下の方
（厳守)

6,300円

20人

平成30年7月17日～
平成30年8月6日

平30-30040505256号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年12月1日

教諭

中学・高等学校
保健体育科教諭

6,000円

15人

平成30年7月17日～
平成30年8月6日

平30-30040505257号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

講習の名称

講習の概要

担当講師

運動・トレーニングの効果を高めるためには、適切な食事による
バランスの取れた栄養素摂取が不可欠である。なぜ、トレーニン
グの効果を高めるためには栄養が重要なのか、栄養生理学・運
早川 公康（教授）
動栄養学の観点から講義する。部活等におけるスポーツ栄養指
導に役立てるのみならず、学校の児童生徒全般における成長期
のあるべき食生活・栄養状態についても講義する。

仙台大学

【選択】トレーニングと栄養

仙台大学

高等学校学習指導要領解説（第2節保健）「（２）生涯を通じる健
康」－「（ウ）加齢と健康」には、「機能障害及び社会復帰を図るた
めのリハビリテーション・・・」があります。
その内容を踏まえ、高齢者や要介護者の心身の状況や場面に
後藤 満枝（准教授）
【選択】福祉用具の活用と身近な
応じた福祉用具の活用と介護方法について教授します。実際に
福田 伸雄（助教）
介護
演習を通し、要介護者の身体的・心理的状況の理解と介護者とし
て配慮すべき点、介護方法や周囲の環境による要介護者の健康
への影響などについても考えていきます。この内容は、中学校指
導要領解説<保健分野>にも活かせる内容と考えます。

仙台大学

仙台大学

【選択】スポーツニュース論

創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実技指導
を教授します。ダンスの具体例や指導の仕方を実践し、問題点や 山梨 雅枝（講師）
改善点などを考えていく。

川口 鉄二（教授）

中学校学習指導要領解説（保健体育）Ｈ体育理論１.運動やス
ポーツの多様性では、「運動やスポーツには、・・・テレビなどのメ
ディアや競技場での観戦を通して・・・多様なかかわり方があるこ
とを理解できるようにする。」とある。これを踏まえて本講義では、
「メディアとは何か」を考えることからスタートし、現在、国内外の 齋藤 博（教授）
マスメディアが報道しているスポーツニュースの問題点を具体例
をあげながら考えていく。
また、高校学校指導要領解説H体育理論１.スポーツの歴史、文
化的特性や現代のスポーツの特徴にも活かせる内容である。

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

開設者名
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受講人数

電話番号

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要
柔道の2段以上および、授業担当（及び、部活動顧問の経験）を
経験したことのある受講生を対象とします。
武道の必修化にともない、中学、高校の一般体育における柔道
の指導の展開について、基本動作（道衣、礼法、進退動作、受
身）の確認、技術指導においては技術の選択とその伝達方法を
中心に留意点を踏まえながら解説していきます。
また、現場で考えられる授業展開の中における問題点について
検討を加えていきます。

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

仙台大学

【選択】柔道の指導（応用）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年12月2日

教諭

中学・高等学校
保健体育科教
諭、講道館柔道2
段以上（厳守)

6,300円

20人

平成30年7月17日～
平成30年8月6日

平30-30040505258号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

東北文教大学

子どもの発達をあらためて捉え直し、幼児教育について共に考え 福田 真一(人間科学部准教授)
【選択】子どもの発達と保育の表 ていく。発達心理学の立場から子どもの発達を捉え、子どもの力 那須 一彦(東北文教大学短期大学部子ども学
山形県山形市
を引き出すための音楽・体育の教育技術等を講習する。受講生 科教授)
現技術
石井 裕明(人間科学部准教授)
それぞれの現場経験等も生かし、共に考え再確認する。

6時間 平成30年8月18日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年7月20日

平30-30054506940号

023-688-2717

http://www.tbunkyo.ac.jp

東北文教大学

児童文化教材を基にした子どもの表現活動について考え、絵本
などの児童文化教材を捉え直し、現場での実践に即した教育活
【選択】児童文化と子どもの表現
動ができるよう、教材化に向けた講習を行う。受講生それぞれの
現場経験等も生かし、共に考え再確認する。

宮下 通(東北文教大学短期大学部子ども学科
講師)
川越 ゆり(東北文教大学短期大学部子ども学
山形県山形市
科准教授)
横沢 文恵(東北文教大学短期大学部子ども学
科講師)

6時間 平成30年8月19日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年7月20日

平30-30054506941号

023-688-2717

http://www.tbunkyo.ac.jp

奥山 優佳(東北文教大学短期大学部子ども学
科教授)
阿部 弘生(東北文教大学短期大学部子ども学
山形県山形市
科講師)
佐東 治(東北文教大学短期大学部子ども学科
教授)

6時間 平成30年8月25日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年7月20日

平30-30054506942号

023-688-2717

http://www.tbunkyo.ac.jp

茨城県日立市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小・中・高・中等
教育学校教諭・
養護教諭・栄養
教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506784号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

茨城県日立市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506785号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

茨城県日立市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中・高・中等教育
学校教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506786号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大 【選択】心身のケア理論とそのス
学
キル

幼児・児童・生徒および教員自身の「心身の健康」を保つための
理論とスキルを学びます。本講習では、「こどものメンタルケア」
「教員のメンタルヘルスケア」についての最新の知見を理解する
栗原 加代（看護学部教授）
とともに、「ヘルスケアと運動」の実技を通して、心身の状態を整
髙橋 和将（文学部助教）
えるための具体的方法を身につけることを目標としています。健
望月 珠美（生活科学部准教授）
康を保つために、身体面・精神面の双方から学ぶことは、日常生
活での指導や健康教育、栄養教育など様々な教育活動の基盤と
して活用できます。

茨城県日立市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

25人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506787号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大 【選択】心身のケア理論とそのス
学
キル

幼児・児童・生徒および教員自身の「心身の健康」を保つための
理論とスキルを学びます。本講習では、「こどものメンタルケア」
「教員のメンタルヘルスケア」についての最新の知見を理解する
栗原 加代（看護学部教授）
とともに、「ヘルスケアと運動」の実技を通して、心身の状態を整
髙橋 和将（文学部助教）
えるための具体的方法を身につけることを目標としています。健
望月 珠美（生活科学部准教授）
康を保つために、身体面・精神面の双方から学ぶことは、日常生
活での指導や健康教育、栄養教育など様々な教育活動の基盤と
して活用できます。

茨城県日立市

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

25人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506788号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
【選択】学校における健康管理
学

幼児・児童・生徒の生理・安全欲求を充足し、学校教育の円滑な
実施に資する健康管理方法について学びます。「ヒヤリハット事
例から事故防止を考える」では最新の知見から受講者自身の体
験を構造化し、「はじめての医療的ケア」「こども・おとなの救急看
護」では体のしくみを復習し、実技を通して援助手技を習得するこ
とを目標としています。

片田
松永
松澤
白木
原島
小幡

裕子（看護学部教授）
恵（看護学部准教授）
明美（看護学部准教授）
裕子（看護学部准教授）
利恵（看護学部准教授）
明香（看護学部助教）

茨城県日立市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

25人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506789号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
【選択】学校における健康管理
学

幼児・児童・生徒の生理・安全欲求を充足し、学校教育の円滑な
実施に資する健康管理方法について学びます。「ヒヤリハット事
例から事故防止を考える」では最新の知見から受講者自身の体
験を構造化し、「はじめての医療的ケア」「こども・おとなの救急看
護」では体のしくみを復習し、実技を通して援助手技を習得するこ
とを目標としています。

片田
松永
松澤
白木
原島
小幡

裕子（看護学部教授）
恵（看護学部准教授）
明美（看護学部准教授）
裕子（看護学部准教授）
利恵（看護学部准教授）
明香（看護学部助教）

茨城県日立市

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

25人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506790号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
【選択】幼児教育の理論と実践
学

発達心理学の最新の知見から「幼児のこころの発達」を解説した
原口 なおみ（文学部教授）
うえで、「幼児教育の実践」の中核に位置する「お話論」および
「音楽表現論」について、実技を交えて展開します。本講習によ 江尻 桂子（文学部教授）
り、幼児の心身の発達や特徴をふまえた幼児教育の理論と具体 青山 真以子（文学部助教）
的実践方法を理解することを目標としています。

茨城県日立市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭・特
別支援学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506791号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

東北文教大学

【選択】子どもの遊び

子どもの遊びを発達の視点から捉え直し、子どもの自発的活動と
しての遊びやさまざまな体験について考え、子どもの主体的な活
動を促す関わり方、教材化について講習する。受講生それぞれ
の現場体験も生かし、共に考え再確認する。

仲田 直樹（講師）

栄養教諭制度の創設により児童生徒に対する食教育が制度化さ
れ、学校給食の管理とともに、学校給食を活用した食に関する実
茨城キリスト教大 【選択】学校給食を活用した食育 践的指導が求められています。本講習では、「学校給食を活用し 井川 聡子（生活科学部教授）
た食品の機能成分の指導」「学校給食を活用した栄養指導」「学 川上 美智子（生活科学部兼任講師）
学
の実践
校における食物アレルギー対応」の3テーマについての理解を深
め、技能を身につけることを目標としています。

茨城キリスト教大 【選択】幼児・児童に対する英語
学
教育

幼児や児童に対する英語の教え方に関する理論と指導技術を、
ワークショップを通して実践的に学ぶ講座です。受講生が言語の
村上 美保子（文学部教授）
習得に関する最新の知見や教材・活動の原理について理解し、
沼館 ジェニー（文学部助教）
幼稚園、小学校3・4年生の「外国語活動」と5・6年生の「英語科」
の授業づくりに生かせる内容の講義および演習を提供します。

本講座では、中等学校における英語指導のあり方について、1）
日本語と比較した英語音声の特徴とその指導上のポイント、2）日 髙橋 教雄（文学部教授）
茨城キリスト教大 【選択】中等学校における英語指
本語を介さないリーディング指導と学習者の理解度チェックの方 唐戸 信嘉（文学部助教）
学
導
法、3）英語学の理論に関する成果を学習者に伝える方法、という 三輪 健太（文学部助教）
3つの観点から、具体的な例を取り上げながら検討します。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

茨城キリスト教大
【選択】幼児教育の理論と実践
学

発達心理学の最新の知見から「幼児のこころの発達」を解説した
原口 なおみ（文学部教授）
うえで、「幼児教育の実践」の中核に位置する「お話論」および
「音楽表現論」について、実技を交えて展開します。本講習によ 江尻 桂子（文学部教授）
り、幼児の心身の発達や特徴をふまえた幼児教育の理論と具体 青山 真以子（文学部助教）
的実践方法を理解することを目標としています。

茨城県日立市

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼稚園教諭・特
別支援学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506792号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
【選択】特別支援教育の現在
学

「特別支援教育の現状と課題」「発達障害支援と特別支援教育」
「障害児への心理アセスメントの現状」の3つのテーマを設定して
平田 正吾（文学部助教）
解説します。本講習により、特別支援教育の最新の知見につい
斎藤 遼太郎（文学部助教）
て理解するとともに特別支援を要する児童・生徒および保護者へ
の理解と対応を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8日

教諭
養護教諭

小･中･高･中等教
育学校教諭・養
護教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506793号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
【選択】特別支援教育の現在
学

「特別支援教育の現状と課題」「発達障害支援と特別支援教育」
「障害児への心理アセスメントの現状」の3つのテーマを設定して
平田 正吾（文学部助教）
解説します。本講習により、特別支援教育の最新の知見につい
斎藤 遼太郎（文学部助教）
て理解するとともに特別支援を要する児童・生徒および保護者へ
の理解と対応を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9日

教諭
養護教諭

小･中･高･中等教
育学校教諭・養
護教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506794号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
【選択】教科外活動の現在
学

「道徳教育」「児童・生徒指導」「特別活動」「学級経営」の4領域に
ついて、基礎・基本とされてきた事柄を再確認するとともに、近年
の種々のトピックをふまえながら各々の領域に関わる新たな動向 松本 成夫（文学部准教授）
について解説します。本講習により、教科外活動に関する専門的 勝村 登（文学部兼任講師）
知識・技能の総合的なリニューアルをはかることを目標としていま
す。

茨城県日立市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小･中･高･中等教
育学校教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506795号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
【選択】教科外活動の現在
学

「道徳教育」「児童・生徒指導」「特別活動」「学級経営」の4領域に
ついて、基礎・基本とされてきた事柄を再確認するとともに、近年
の種々のトピックをふまえながら各々の領域に関わる新たな動向 松本 成夫（文学部准教授）
について解説します。本講習により、教科外活動に関する専門的 勝村 登（文学部兼任講師）
知識・技能の総合的なリニューアルをはかることを目標としていま
す。

茨城県日立市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小･中･高･中等教
育学校教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506796号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

「圃場における効率的な作物栽培の実践」、「昆虫の多様性と生
態調査」、「身近な放射能・放射線と生物への影響」の3つのテー
茨城キリスト教大 【選択】身近な自然を活用した理 マを設定して解説します。身近な生物の生態や生物多様性、生 穂積 訓（文学部助教）
物と環境との関わりについて理解するとともに、幼児・児童・生徒 桑原 隆明（生活科学部助教）
学
科教育
の自然体験や理科教育について具体的な指導の一助となるよう
な講習を提供します。

茨城県日立市

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼・小･中学校教
諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506797号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

「圃場における効率的な作物栽培の実践」、「昆虫の多様性と生
態調査」、「身近な放射能・放射線と生物への影響」の3つのテー
茨城キリスト教大 【選択】身近な自然を活用した理 マを設定して解説します。身近な生物の生態や生物多様性、生 穂積 訓（文学部助教）
物と環境との関わりについて理解するとともに、幼児・児童・生徒 桑原 隆明（生活科学部助教）
学
科教育
の自然体験や理科教育について具体的な指導の一助となるよう
な講習を提供します。

茨城県日立市

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼・小･中学校教
諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506798号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

人類共通の課題と考えられるさまざまな問題のうち、「グループダ
イナミクスとリーダーシップ」「食（こどもの食の現状と課題）」「人
権（人権と教育）」の3つのテーマに焦点をあてて解説し、これから 富樫 ひとみ（生活科学部教授）
茨城キリスト教大
【選択】人類の課題と教育の展望 の教育に何ができるかについて考えます。本講習を通して、いず 川上 美智子（生活科学部兼任講師）
学
れの教員にも共通して求められる、幼児・児童・生徒に対する指 安藤 博（生活科学部兼任講師）
導上必要な人類の課題に関する最新の知見について理解するこ
とを目標としています。

茨城県日立市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

150人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060506799号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

白鴎大学

(1)主要目的：①教育データの数学・統計学的測定処理 ②教育
データの分析方法 ③分析結果の評価と教育方法への反映・活
用等、に関わることを学ぶ。 (2)学習項目：①教育データの把握
と情報処理 ②教育データの基本統計量の処理 ③教育データ間
【選択】教育データの統計的分析
樋口 和彦（経営学部教授）
の関連性分析 ④教育データ間の因果性分析等に関して (3)講
習の形態：講義およびコンピュータによる実習。 数学・統計学的
考察を中心に学ぶので、この分野に関心を持つ教員向け内容。
excel（特に関数式）の操作ができることが望ましい。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,100円

40人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504807号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

(1)主要目的：①教育データの数学・統計学的測定処理 ②教育
データの分析方法 ③分析結果の評価と教育方法への反映・活
用等、に関わることを学ぶ。 (2)学習項目：①教育データの把握
と情報処理 ②教育データの基本統計量の処理 ③教育データ間
【選択】教育データの統計的分析
樋口 和彦（経営学部教授）
の関連性分析 ④教育データ間の因果性分析等に関して (3)講
習の形態：講義およびコンピュータによる実習。 数学・統計学的
考察を中心に学ぶので、この分野に関心を持つ教員向け内容。
excel（特に関数式）の操作ができることが望ましい。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,100円

40人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504808号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

(1)主要目的：①教育データの数学・統計学的測定処理 ②教育
データの分析方法 ③分析結果の評価と教育方法への反映・活
用等、に関わることを学ぶ。 (2)学習項目：①教育データの把握
と情報処理 ②教育データの基本統計量の処理 ③教育データ間
【選択】教育データの統計的分析
樋口 和彦（経営学部教授）
の関連性分析 ④教育データ間の因果性分析等に関して (3)講
習の形態：講義およびコンピュータによる実習。 数学・統計学的
考察を中心に学ぶので、この分野に関心を持つ教員向け内容。
excel（特に関数式）の操作ができることが望ましい。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,100円

40人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504809号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

園児、児童、生徒らが学校内で球技などのプレー中に事故を起こ
した場合など、学校内での事故は、子、親、そして学校の責任を
めぐり大なり小なり紛争になる。このような紛争について裁判では
事故の法的責任をどのように判断しているか。事例を素材に検
山城 崇夫（法学部教授）
討する。また、「交渉・メディエイション（調停）・裁判」の紛争解決
制度の長短についても考察する。これらの理解を前提に、紛争状
況への的確な対応策についても検討する。主な受講者は、全教
員。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

栃木県小山市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,100円

70人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504810号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

就学前の幼児集団が子ども達自身にとって、過ごし易く、楽しい
生活・学びの場であるためには、指導者・支援者側が様々な発達
障害の特性を有する幼児の存在を想定・意識して集団作りに取り
伊勢 正明（教育学部准教授）
【選択】発達障害幼児の集団作り
組んでいくことが求められている。本講習では、発達障害幼児が
含まれるクラス等の一定のまとまりにおける集団作りの具体につ
いて検討していく。主な受講対象者は、幼稚園教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,100円

50人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504811号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

【選択】発達障害幼児の集団作り

就学前の幼児集団が子ども達自身にとって、過ごし易く、楽しい
生活・学びの場であるためには、指導者・支援者側が様々な発達
障害の特性を有する幼児の存在を想定・意識して集団作りに取り
伊勢 正明（教育学部准教授）
組んでいくことが求められている。本講習では、発達障害幼児が
含まれるクラス等の一定のまとまりにおける集団作りの具体につ
いて検討していく。主な受講対象者は、幼稚園教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,100円

50人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504812号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

【選択】子どもの版表現

版表現の基礎的な知識と造形活動の教材として「版で表わす」こ
との有効性について実践例を挙げて解説する。さらに子どもたち
が感じ取ったこと、表わしたいことを形にするための素材の選択
と表現技法、制作の工夫など実技を通して考えるとともに道具や 齋藤 千明（教育学部准教授）
材料の適切な使用方法など指導者・保育者として求められる教
育・保育環境の安全管理について理解することを目的とする。主
な受講対象者は、幼・小学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼・小学校教諭

6,600円

35人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504813号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

現代の子どもたちが抱える健康問題を誘発している要因につい
て、運動生理学および公衆衛生学的視点において解説する。そ
【選択】子どものすこやかな体を して、その要因について教科指導や保健指導において、どのよう 金田 健史（教育学部准教授）
育てる（身体のこと、健康のこと） な教育的介入をすべきか考える。本講習は、子どもたちの健康に 荒井 信成（教育学部准教授）
関する話題を取り扱うため、主な受講対象者は、幼・小・中・特別
支援学校教諭、養護教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭

幼・小・中・特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,100円

120人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504814号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

小学校の社会科学習では、地域の実態を正確に把握させること
が重要であるが、教員の側に地理的事象に関する知識の不足や
地理的なものの見方の欠如がみられる。本講習では、受講者の
【選択】小学校社会科における地
勤務校所在地と栃木県、さらに栃木県と全国各地や世界各国と
奥澤 信行（教育学部教授）
理および歴史的視点から考察す
の関係を、都市圏の設定や工業生産などの視点から考察を行
る地域学習
う。また栃木県内の歴史的背景を踏まえた具体的事例を示しつ
つ、児童の地理的空間の拡大への教員の関わり方にまで言及す
る。主な受講対象者は、小学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭

6,100円

50人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504815号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

【選択】現代の子どもの本：絵本
からヤングアダルト文学まで

児童文学は、絵本から十代の若者向けのヤングアダルト文学ま
で幅広い。21世紀現在、社会の多様化や子どもをとりまく問題の
複雑化に伴って、その内容も表現も進化・深化している。児童・生
鈴木 宏枝（教育学部准教授）
徒の心的発達に与し、文学という形で励ましを与える子どもの本
を、いくつかのテーマに沿いながら紹介する。主な受講対象者
は、小・中学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小・中学校教諭

6,100円

30人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504816号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

【選択】小学校理科（生命分野）
の観察・実験－生物の多様性と
共通性の理解のために－

次期学習指導要領においても小学校理科「生命」分野では「生物
の多様性と共通性」の見方の育成が重視される。本講習を通し
て、どのように「生物の多様性と共通性」の見方を授業に取り入
れたらよいのか考えていただきたい。本講習では、小学校理科
山野井 貴浩（教育学部准教授）
「生命」分野の内容を概観した後、生物が共通性を保ちながらも
多様化するしくみを説明する。各学年の小学校理科において上
記の視点を取り入れた授業例の紹介や、アルコールジェルを利
用した昆虫標本作りも行う。主な受講対象者は、小学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校教諭

6,600円

30人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504817号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

学習指導要領が改訂され、体育科には小学校から高校までの12
年間を4年ごとのまとまりとしてとらえたカリキュラムづくりが謳わ
【選択】ボールゲームの系統的な れている。本講習では小学校のゲーム・ボール運動から中学校
内田 雄三（教育学部教授）
指導のあり方
の球技について、教材の系統性や学習内容方法の考え方を採り
上げ、指導方法の実際を実技を交えて学ぶことがねらいとなる。
主な受講対象者は、幼・小・中学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月17日

教諭

幼・小・中学校教
諭

6,100円

50人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504818号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

学習指導要領が改訂され、体育科には小学校から高校までの12
年間を4年ごとのまとまりとしてとらえたカリキュラムづくりが謳わ
【選択】ボールゲームの系統的な れている。本講習では小学校のゲーム・ボール運動から中学校
内田 雄三（教育学部教授）
指導のあり方
の球技について、教材の系統性や学習内容方法の考え方を採り
上げ、指導方法の実際を実技を交えて学ぶことがねらいとなる。
主な受講対象者は、幼・小・中学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月20日

教諭

幼・小・中学校教
諭

6,100円

50人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504819号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

近年、科学技術の発展は目覚しい。特に、情報科学と統計学の２
つの分野において新たな潮流が起こっており、一教科の問題にと
どまらず、教育全般に広く多大な影響を及ぼしつつある。その状
【選択】教育における情報と統計 況は、たとえば、人工知能、量子情報学、セキュリティ、社会シス
黒澤 和人（経営学部教授）
の役割について
テム論、応用倫理学、ビッグデータ、データサイエンス、因果推
論、ベイズ推定、などのキーワードで象徴される。その現状を概
観し、今後の教育の内容と方法への影響について考える。主な
受講対象者は、全教員。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月17日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,100円

100人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504820号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

【選択】学校事故と責任
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
認定番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

栃木県小山市

6時間 平成30年8月18日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,100円

30人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504821号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

学校教育における諸活動において、児童生徒の的確な理解はき
わめて重要かつ不可欠な前提である。児童生徒理解のために、
教員は自らを正しく知っておく必要がある。自己理解なしには、教
【選択】自己理解のための心理学 師である以前に人として、他者と向き合うことができないからであ
伊東 孝郎（教育学部教授）
る。本講習では、人間性心理学の諸理論に基づく各種ワークを通
ワークショップ
じて、他者と関わりながら自らを見つめ、自己理解を深めること
で、今後の教育活動に資することを目的とする。受講対象者は、
全教員。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月24日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,100円

30人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504822号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

学校教育における諸活動において、児童生徒の的確な理解はき
わめて重要かつ不可欠な前提である。児童生徒理解のために、
教員は自らを正しく知っておく必要がある。自己理解なしには、教
【選択】自己理解のための心理学 師である以前に人として、他者と向き合うことができないからであ
伊東 孝郎（教育学部教授）
る。本講習では、人間性心理学の諸理論に基づく各種ワークを通
ワークショップ
じて、他者と関わりながら自らを見つめ、自己理解を深めること
で、今後の教育活動に資することを目的とする。受講対象者は、
全教員。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月25日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,100円

30人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504823号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

【選択】全教諭のための英語コ
ミュニケーション力養成

栃木県小山市

6時間 平成30年8月18日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

6,100円

30人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504824号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

器械運動で取り扱われる多くの技は個々にバラバラに存在して
いるのではなくて、運動構造や運動技術の類似する技のグルー
プとしてまとめることができる。本講習では、それぞれの技の運動
【選択】器械運動の系統的な指導 構造や運動技術を理解し、系統的・段階的に技を習得していく方
濱崎 裕介（教育学部講師）
法について学んでいく。また、練習環境の整備や補助法について
のあり方
も正しく理解し、授業で適切に実践できるようになることを目指
す。講習は講義と実技を組み合わせて行う。主な受講対象者は、
小・中（保健体育）教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月20日

教諭

小・中（保健体
育）教諭

6,100円

30人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504825号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

器械運動で取り扱われる多くの技は個々にバラバラに存在して
いるのではなくて、運動構造や運動技術の類似する技のグルー
プとしてまとめることができる。本講習では、それぞれの技の運動
【選択】器械運動の系統的な指導 構造や運動技術を理解し、系統的・段階的に技を習得していく方
濱崎 裕介（教育学部講師）
法について学んでいく。また、練習環境の整備や補助法について
のあり方
も正しく理解し、授業で適切に実践できるようになることを目指
す。講習は講義と実技を組み合わせて行う。主な受講対象者は、
小・中（保健体育）教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小・中（保健体
育）教諭

6,100円

30人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504826号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

【選択】乳幼児期の発達と障害

乳幼児期の子どもの発達に関して、定型発達及び発達障害のあ
る非定型発達両方について講義する。ことば、社会性、認知など
の領域の発達がどのように起こるかのかを理解する。また、自閉
症スペクトラム症やＡＤＨＤなどの発達障害についても理解する。 浅田 晃佑（教育学部准教授）
そして、発達障害のある子どもに対してどのような支援をするの
が適切であるのかを、この時期の子どもの発達の特徴を踏まえ
ながら考える。主な受講対象者は、幼稚園教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月20日

教諭

幼稚園教諭

6,100円

50人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504827号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

【選択】児童生徒の発達と障害

小学生以降の児童生徒の発達の姿を認知能力や社会性の観点
から再確認することを通じて、それぞれの学年段階で生じる障害
の現れ方とその対応方法について、検討を行う。なお、児童生徒
伊勢 正明（教育学部准教授）
の発達の姿については、それ以前の乳幼児期からの連続性をふ
まえた内容としている。主な受講対象者は、小・中・高・特別支援
学校教諭、養護教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,100円

60人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504828号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

幼保小連携の重要性は、小１プロブレムへの対応や発達障害幼
児・児童への支援といった観点から年々大きくなってきている。本
講習では、就学前後の子ども達の指導・支援に携わる教諭同士
【選択】幼稚園と小学校の連携に
が、それぞれの教育方法や教育観の違いを確かめつつ、アプ
伊勢 正明（教育学部准教授）
ついて
ローチカリキュラムやスタートカリキュラムの具体的編成作業に
取り組むことを通じて連携の重要性とポイントを理解する。主な受
講対象者は、幼・小学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼・小学校教諭

6,100円

60人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504829号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

栃木県小山市

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,100円

40人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504830号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

講習の名称

講習の概要

担当講師

白鴎大学

学校教育における諸活動において、児童生徒の的確な理解はき
わめて重要かつ不可欠な前提である。児童生徒理解のために、
教員は自らを正しく知っておく必要がある。自己理解なしには、教
【選択】自己理解のための心理学 師である以前に人として、他者と向き合うことができないからであ
伊東 孝郎（教育学部教授）
る。本講習では、人間性心理学の諸理論に基づく各種ワークを通
ワークショップ
じて、他者と関わりながら自らを見つめ、自己理解を深めること
で、今後の教育活動に資することを目的とする。受講対象者は、
全教員。

白鴎大学

白鴎大学

【選択】Web教材の開発

グローバル化が進行し、「英語が使える日本人」の育成が図られ
ている中で、英語を専門としない教員においても教育現場で英語
に接する機会が増えている。本講習では、①英語習得理論の基
ジェフリー・ミラー（教育学部教授）
礎を学び、②国際語としての英語について理解を深め、③自らの
英語コミュニケーション力を向上させるための演習を行う。主な受
講対象者は、幼・小・中・高等学校教諭。

Web教材とは、Web（World Wide Web、いわゆるWWW）の技術を
使って配信・提示される教材のことである。本講習では、そのうち
「デジタル教科書」、「データ検索系教材」、「Webドリル／テスト」、
「Webアニメーション」の４つのタイプについて実習する。また開発 黒澤 和人（経営学部教授）
技術の基礎であるHTML、CSS、JavaScript、SVG、MathＭＬの仕
様についても概説する。講習形態はコンピュータ室におけるコン
ピュータ実習である。主な受講対象者は、全教員。

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

開設者名
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受講料

受講人数

電話番号
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】Web教材の開発

Web教材とは、Web（World Wide Web、いわゆるWWW）の技術を
使って配信・提示される教材のことである。本講習では、そのうち
「デジタル教科書」、「データ検索系教材」、「Webドリル／テスト」、
「Webアニメーション」の４つのタイプについて実習する。また開発 黒澤 和人（経営学部教授）
技術の基礎であるHTML、CSS、JavaScript、SVG、MathＭＬの仕
様についても概説する。講習形態はコンピュータ室におけるコン
ピュータ実習である。主な受講対象者は、全教員。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月24日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,100円

40人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504831号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

【選択】ハンドベル体験講座

ハンドベルの演奏法を中心に教育的効果の検証を目的とする。
ハンドベルと同種の楽器にはアンクルン（インドネシアの民族楽
器、竹）、チャイム（トーンチャイム・クワイアチャイムなど、アル
ミ）、 ミュージックベル、イングリッシュ・ハンドベル（演奏用ハンド
ベル、ブロンズ）などがあるが、それぞれの楽器の紹介、アンクル 荒井 弘高（教育学部教授）
ンの製作、演奏法の実技指導を行い、自ら演奏を体験する。また
他の楽器とのアンサンブル、歌の伴奏など、教育現場においての
導入法をさぐる。主な受講対象者は幼・小・中（音楽）・高（音楽）・
特別支援学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼・小・中（音
楽）・高（音楽）・
特別支援学校教
諭

8,350円

35人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504832号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

【選択】ハンドベル体験講座

ハンドベルの演奏法を中心に教育的効果の検証を目的とする。
ハンドベルと同種の楽器にはアンクルン（インドネシアの民族楽
器、竹）、チャイム（トーンチャイム・クワイアチャイムなど、アル
ミ）、 ミュージックベル、イングリッシュ・ハンドベル（演奏用ハンド
ベル、ブロンズ）などがあるが、それぞれの楽器の紹介、アンクル 荒井 弘高（教育学部教授）
ンの製作、演奏法の実技指導を行い、自ら演奏を体験する。また
他の楽器とのアンサンブル、歌の伴奏など、教育現場においての
導入法をさぐる。主な受講対象者は幼・小・中（音楽）・高（音楽）・
特別支援学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼・小・中（音
楽）・高（音楽）・
特別支援学校教
諭

8,350円

35人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504833号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

【選択】ハンドベル体験講座

ハンドベルの演奏法を中心に教育的効果の検証を目的とする。
ハンドベルと同種の楽器にはアンクルン（インドネシアの民族楽
器、竹）、チャイム（トーンチャイム・クワイアチャイムなど、アル
ミ）、 ミュージックベル、イングリッシュ・ハンドベル（演奏用ハンド
ベル、ブロンズ）などがあるが、それぞれの楽器の紹介、アンクル 荒井 弘高（教育学部教授）
ンの製作、演奏法の実技指導を行い、自ら演奏を体験する。また
他の楽器とのアンサンブル、歌の伴奏など、教育現場においての
導入法をさぐる。主な受講対象者は幼・小・中（音楽）・高（音楽）・
特別支援学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月25日

教諭

幼・小・中（音
楽）・高（音楽）・
特別支援学校教
諭

8,350円

35人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504834号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

【選択】ピアノアンサンブル

教育現場において魅力ある楽しい授業を行えるように電子ピアノ
を使用し、合奏や簡単な連弾曲の実技と演奏法や表現法の基礎
を学ぶ。演奏体験することで、アンサンブルの楽しさを感じ、また 今田 政成（教育学部教授）
音楽に取り組む上での精神的な成長を促すような実践的な指導
と理論を展開する。主な受講対象者は、幼・小学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼・小学校教諭

6,100円

48人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504835号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

【選択】ピアノアンサンブル

教育現場において魅力ある楽しい授業を行えるように電子ピアノ
を使用し、合奏や簡単な連弾曲の実技と演奏法や表現法の基礎
を学ぶ。演奏体験することで、アンサンブルの楽しさを感じ、また 今田 政成（教育学部教授）
音楽に取り組む上での精神的な成長を促すような実践的な指導
と理論を展開する。主な受講対象者は、幼・小学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼・小学校教諭

6,100円

48人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504836号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

【選択】ピアノアンサンブル

教育現場において魅力ある楽しい授業を行えるように電子ピアノ
を使用し、合奏や簡単な連弾曲の実技と演奏法や表現法の基礎
を学ぶ。演奏体験することで、アンサンブルの楽しさを感じ、また 今田 政成（教育学部教授）
音楽に取り組む上での精神的な成長を促すような実践的な指導
と理論を展開する。主な受講対象者は、幼・小学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月25日

教諭

幼・小学校教諭

6,100円

48人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504837号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

【選択】小学校英語教育

新小学校学習指導要領の外国語・外国語活動編とその解説、お
よび第二言語習得に関わる基本的理論を中心に、児童英語教育
の実践に必要な知識を講義を通して身につける。また、講習の中
大木 俊英（教育学部准教授）
で行う講師による模擬授業に参加し、授業の実践方法について
討議を行うことにより、活動を計画する際の基本的考え方も養う。
主な受講対象者は、小学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭

6,100円

40人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504838号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

【選択】愛着障害の理解と対応

ICD-10に基づく小児期の反応性愛着障害の特徴は、言語発達
の遅れや不安定な情緒（無感情、みじめさ、恐怖心）、視線や対
人関係を回避する反応を示す点である。これは、文部科学省が
示す発達障害（自閉症や高機能自閉症）の症状と類似する。違い
伊崎 純子（教育学部准教授）
は、５歳までの養育環境が強く影響し、継続的に安定した養育環
境が提供されると大幅な改善ができる点である。人的環境が重
要なカギとなるこの障害について学びその対応について考えた
い。主な受講対象者は、幼・小学校教諭、養護教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月23日

教諭
幼・小学校教諭、
養護教諭
養護教諭

6,100円

50人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504839号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

現在、学校教育では、ボランティア教育は学習指導要領に基づい
て行なわれている。そのため、園児・児童・生徒の意志・嗜好にか
かわらず種類や領域の選択、さらには活動に参加するかどうか
【選択】ボランティア教育の実情と について斟酌する事なく活動参加が求められる現状があり、ボラ
川瀬 善美（教育学部教授）
課題
ンティア活動の自発性、主体性等の理念と一見相反すると考えら
れる。そこで、この矛盾を解決しながら、園児・児童・生徒のモチ
ベーションを高めるために何が必要かを模索する。主な受講対象
者は、幼・小・中・高・特別支援学校教諭、養護教諭。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月24日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教
諭、養護教諭

6,100円

60人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072504840号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

白鴎大学

白鴎大学

白鴎大学
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

十文字学園女子
【選択】幼児理解と身体表現
大学

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

本講習では、子どもの生活や遊びを見つめることを通した幼児理
解と、子どもの生活や遊びから展開する身体表現活動について
学ぶ。幼児理解に関する講義や事例・映像の検討を通して、日々 横井 紘子（人間生活学部幼児教育学科講師）
埼玉県新座市
の保育を振り返り、子どもの理解を深める。また、子どもたちの興 渡邊 孝枝（人間生活学部幼児教育学科助教）
味に根ざした身体表現の題材を検討し、自らからだで表現するこ
とを通して身体表現活動の展開や援助について学ぶ。

「何のために算数を学ぶのか」という本質的なところについて再
考し、今後の算数教育の在り方について具体的な実践例を示し
ながら解説する。また、次期学習指導要領の動向についても触
十文字学園女子 【選択】小学校教員実力養成講座 れる。特に、数学的に考える資質・能力を育てる授業改善に焦点
日出間 均（人間生活学部児童教育学科教授） 埼玉県新座市
をあてる。その後、指導略案作りを通して、子どもたち一人一人
大学
〔Ａ〕算数
が意欲的に学べる算数学習の在り方について演習を行う。最後
に日々の授業の疑問点について取り上げる。小学校を中心に進
めるが、小・中の系統性についてもふれる。
小学校外国語活動における効果的な指導について、小学校英語
の教科化を踏まえ、英語によるコミュニケーション能力を育成する
ためのアクティビティを中心に体験的に学ぶ。
「特別の教科道徳」が制度化され、今後、その指導やカリキュラム 松岡 敬明（人間生活学部児童教育学科教授）
十文字学園女子 【選択】小学校教員実力養成講座
編成、学校全体における道徳教育の全体計画策定等が各学校 堀竹 充（人間生活学部児童教育学科兼教育 埼玉県新座市
大学
〔Ｂ〕外国語活動・道徳
に求められることになる。道徳の授業のあり方を中心として、道徳 課程センター教授）
的な価値をめぐって、どのようなアクティブラーニングを組織して
いけばよいのか、具体的な教育実践の成果を踏まえながら学
ぶ。
普通教室への電子黒板、デジタル教科書やプロジェクタの導入に
伴い、教科・校種を問わないＩＣＴを活用した授業が求められてい
る。また同時に、ICT や教材作成の技術も必要とされる。本講習
【選択】パワーポイントを利用した
では、パソコン初級者を対象に、パワーポイントを利用した提示 安達 一寿（人間生活学部メディアコミュニケー
十文字学園女子
電子黒板で活用できる提示型教
型教材の作成演習と電子黒板体験を通して、ICTを活用した授業 ション学科教授）
大学
材の作成
実践に必要な理論と教材作成技法を習得することを目的とする。
作成演習では、各自のテーマに沿った教材を作成するので、教
材のアイディアを考えてくること。
子どもたちの健康課題は多様化、複雑化している。待ったなしの
健康課題に対して教師は即座に判断を求められ、意思決定を迫
られることが少なくない。今回はケースメソッド教育という手法を
十文字学園女子 【選択】子どもの現代的な健康課 用いて現代的な健康課題への対応について考える。ケースメソッ 齋藤 千景（人間生活学部人間発達心理学科
ド教育とは学習者が判断や対処を求められる模擬ケースを教材 准教授）
大学
題とその対応
とし、討論しながら意思決定や問題解決の実践力を磨くことを目
的として開発された討論形式の授業である。討論する模擬ケース
はＬＧＢＴや外国籍の生徒への対応を予定している。

埼玉県新座市

埼玉県新座市

小・中学校の教育課程において言語活動は重要な位置を占めて
いる。しかし、その実践をみると「書く」活動に偏っている。また、
本来その核となるべき国語や体育、音楽などの各教科等におけ
狩野 浩二（人間生活学部児童教育学科教授）
十文字学園女子 【選択】小学校教員実力養成講座 る「表現」領域はバラバラである。朗読や歌唱、身体表現などは、
久保田 葉子（人間生活学部人間福祉学科講 埼玉県新座市
大学
〔Ｃ〕表現活動
子どもの心をひらく活動として統一的に指導することが必要であ
師）
る。この講座では『利根川』（斎藤喜博／詩、近藤幹雄／曲）を教
材に子どもの心をひらく表現活動（朗読・歌唱・身体表現）を実際
の指導場面に即して考える。
平成29年に告示された学習指導要領の内容を中心に、国語科教
育に関する最新の情報について講義する。また、「単元構想表」
というＡ４一枚の書式を使って、「書くこと」についての一単元を実
際に構想する演習を行う。
十文字学園女子 【選択】小学校教員実力養成講座
持参した学習指導案（または実践記録）を基に学習指導の工夫 冨山 哲也（人間生活学部児童教育学科教授） 埼玉県新座市
大学
〔Ｄ〕国語
をグループで交流するとともに、日々の授業の中で悩んでいるこ
とや疑問に感じている点を出し合い、その解決を図る。さらに、
「思考力・判断力・表現力」を育成する観点から、グループの代表
の学習指導案をブラッシュアップする演習を行う。

十文字学園女子 【選択】図書館を活かした学びを
大学
つくる

学習指導要領では，児童・生徒の主体的な学習活動を推進する
うえで，学校図書館の活用を指摘している。本講習では，公立図
書館も含めた図書館の魅力を共有したうえで，探究学習を中心と
した学校図書館の活用事例を紹介し，教育実践を豊かにする学
石川 敬史（人間生活学部文芸文化学科准教
校図書館の役割・機能を考える。また，今後の学校図書館のある
授）
べき姿を展望し，司書教諭・学校司書との協働や学校図書館内
での授業展開など，「学校図書館づくり」の戦略をグループワーク
で検討する。そして，授業実践や教育活動における学校図書館
の具体的な活用方法を共有する。

埼玉県新座市

「児童虐待の発見と学校と児童相談所との連携について」学校等
における発見・通報の方法、児童相談所の機能、学校等と市町
福田 智雄（人間生活学部人間福祉学科教授）
十文字学園女子
村、児童相談所の連携について、現状と課題を説明する。
【選択】児童虐待と子どもの権利
片居木 英人（人間生活学部人間福祉学科教 埼玉県新座市
大学
「子どもの権利に関する基本的な考え方」子どもが健やかに育つ
授）
ことについて、人権論的な意味や内容を改めて考え、親権のあり
方、子どもの権利保障という観点から児童虐待をとらえる。
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講習の期間

6時間 平成30年8月6日

6時間 平成30年8月6日

6時間 平成30年8月6日

6時間 平成30年8月6日

6時間 平成30年8月6日

6時間 平成30年8月7日

6時間 平成30年8月7日

6時間 平成30年8月7日

6時間 平成30年8月7日

対象職種

教諭

教諭

教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭

教諭

主な受講対象者

幼稚園教諭

小学校教諭

小学校教諭

全教員

全教員

小学校教諭

小学校教諭

小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭、
養護教諭
養護教諭、栄養
栄養教諭
教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

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 平30-3008950人
瀬市教員/(学)十文字 505197号
学園教員/本学卒業
生）
平成30年5月10日～平

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

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
平30-3008920人 瀬市教員/(学)十文字
505198号
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）

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

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
平30-3008930人 瀬市教員/(学)十文字
505199号
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）

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

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
平30-3008950人 瀬市教員/(学)十文字
505200号
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）

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

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
平30-3008930人 瀬市教員/(学)十文字
505201号
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）

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

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
平30-3008950人 瀬市教員/(学)十文字
505202号
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）

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

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
平30-3008930人 瀬市教員/(学)十文字
505203号
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）

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

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
平30-3008920人 瀬市教員/(学)十文字
505204号
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）

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

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
平30-3008950人 瀬市教員/(学)十文字
505205号
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）

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

十文字学園女子 【選択】健康と命の大切さを育む
大学
教育

十文字学園女子
【選択】乳幼児期の発達
大学

講習の概要
がん教育がスタートする。少子高齢化が進むわが国にあって、最
大の死亡原因であるがんについて、がんそのものの理解やがん
患者に対する正しい認識を深めることは、学校教育における重要
なテーマである。がん教育を含む「健康と命の大切さを育む教育」
をいかに学校として組織的に有効に進めていくかが本講習で扱う
内容である。午前を講義とし、「健康と命の大切さを育む教育」の
現状を踏まえ、基礎的な理論を確認する。午後は、模擬授業の
体験を含め、健康にかかわる食と運動の実技を中心に授業化に
向けた研修を行う。

担当講師

高橋
飯田
德野
授）
相馬

講習の開催地

時間数

京子（人間生活学部健康栄養学科教授）
路佳（人間生活学部健康栄養学科教授）
裕子（人間生活学部健康栄養学科准教 埼玉県新座市

子ども自らの考える力や主体性を育てるために、乳幼児期の子
どもの発達をふまえてどのような幼児教育を行う必要があるかと
いうことを学ぶ。子どもの心身の発達のなかでも、特にことばと思
長田 瑞恵（人間生活学部幼児教育学科教授）
埼玉県新座市
考の発達過程と保育者の援助のあり方についての知識を深め
大宮 明子（人間生活学部幼児教育学科教授）
る。その知識に基づいて、どのような遊びや保育計画が子ども主
体の保育につながるかについて、具体的な素材を使った活動例
を体験しながら考える。

近年、デジタルデバイスを前提とした教育実践が盛んであり、各
教諭も、教材制作等、様々な場面において制作系ソフトウェアの
利用が求められる。それらの要請を鑑み、本講座では、画像編集
加藤 亮介（人間生活学部メディアコミュニケー
の基礎を学習する。画像編集ソフト「Adobe Photoshop」を利用
ション学科講師）
し、(1)トリミングやレタッチ (2)背景やテキスト配置(3)特定フォー
マットへ書出し(4)MS Wordとの連携等を学習する。結果として、
各々が教育の職務において活用可能なスキル習得を目指す。

埼玉県新座市

学習指導要領・教育要領の改訂等を踏まえた特別支援教育の推
進・充実等について理解を深める。また、インクルーシブ教育シス
テムの構築のための特別支援教育の推進の在り方について考
える。
中西 郁（人間生活学部児童教育学科教授）
十文字学園女子 【選択】特別支援教育制度と発達
埼玉県新座市
発達障害児を中心とした障害の特性を理解し、通常の学校にお
齋藤 忍（人間生活学部児童教育学科准教授）
大学
障害の理解と支援
ける校内体制の整備や支援の取り組み、学級における指導の方
法や教材の工夫等について理解を深める。また、個別の指導計
画の作成や関係機関の連携による個別の教育支援計画の作
成・活用の方法について学ぶ。

十文字学園女子 【選択】教師のアクティブ・ラー
大学
ナー化入門

6時間 平成30年8月7日

満利（人間生活学部健康栄養学科助教）

前半は音楽を使い、簡単な遊びの中からリズムの取り方を感じ、
音の流れを全身を使って表現する。普通の音楽の授業ではなく、
授業への導入や運動会でも使える音楽活動が中心である。サブ
アリーナの広い空間を使い、具体的な動きを実践しながら指導方
清水 玲子（人間生活学部児童教育学科教授）
十文字学園女子 【選択】小学校教員実力養成講座 法を学ぶ。
埼玉県新座市
後半は「小学校学習指導要領に即した体育の授業づくり」とし、縄 山本 悟（人間生活学部児童教育学科教授）
大学
〔Ｅ〕音楽表現・体育
跳び運動や器械運動などを中心に、スモールステップや身近な
教具を活用した指導の手順とポイントを紹介する。また、ボール
運動領域の「プレルボール」を体験するなど、実践を通して展開し
ていく。

十文字学園女子
【選択】画像編集入門
大学

講習の期間

東京国際大学

東京国際大学

【選択】教師と児童・生徒のカラダ
リセット、ココロリセット～丹田呼
吸法を含むリズム運動とセロトニ
ン神経～

東京国際大学

子供の体力向上が課題であると言われて久しい。各学校におい
ては、体育・健康に関する指導の趣旨を踏まえて学校の教育活
動全体での取り組みが求められている。本講座では、平成28年
【選択】子供の体力向上を考える 度全国体力・運動能力、運動習慣等の調査結果や保健体育科
授業、体育的行事、部活動などにおける実践例を参考にしなが
ら、子供たちが運動に親しみながら日常生活において主体的に
体力を高める能力を育んでいく方策を探る。

この講習では、身体と心を整える方法としての東洋古来の丹田呼
吸法、また、丹田呼吸法と類似の効果を持つ各種のリズム運動
が、緊張や不安、活気等の気分の変化と関係するセロトニン神経
麓 正樹（人間社会学部准教授）
という神経を活性化して、カラダとココロをリセットさせるということ
について、具体的な方法とともに学ぶ。講習にて習得した内容を
持ち帰り、学校現場の活性化を画策されたい。

木原 慎介（人間社会学部専任講師）

6時間 平成30年8月9日

6時間 平成30年8月9日

6時間 平成30年8月9日

主な受講対象者

小学校・中学校・
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭、栄
栄養教諭
養教諭

教諭

教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼稚園教諭

小学校教諭

全教員

全教員

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

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
平30-3008940人 瀬市教員/(学)十文字
505206号
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）

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

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 平30-3008950人
瀬市教員/(学)十文字 505207号
学園教員/本学卒業
生）
平成30年5月10日～平

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

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
平30-3008940人 瀬市教員/(学)十文字
505208号
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）

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

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
平30-3008910人 瀬市教員/(学)十文字
505209号
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）

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

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
平30-3008970人 瀬市教員/(学)十文字
505210号
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）

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

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
平30-3008930人 瀬市教員/(学)十文字
505211号
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）

埼玉県川越市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30096505389号

049-232-1113

http://www.tiu.ac.jp/

埼玉県川越市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30096505390号

049-232-1113

http://www.tiu.ac.jp/

埼玉県川越市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30096505391号

049-232-1113

http://www.tiu.ac.jp/

「子どもたちをアクティブ・ラーナーに育てる」ために、教師自身が
まずアクティブ・ラーナーであるべきだろう。アクティブ・ラーナーと
してのこれからの教師像とはいかなるものかを模索し、在り方や
考え方について自ら問い続けるためのトレーニング、学びの場作 松永 修一（人間生活学部文芸文化学科教授） 埼玉県新座市
りを目指す。前半は、自己調整学習、インストラクショナルデザイ
ン、「対話」による学びについての研究の動向をレビューし、午後
からは、ワークショップデザインについても体験を通して学ぶ。

マーケティングは市場対応の科学であるとされ、企業部門だけで
なく、公共企業体、 病院などの様々な市場分野への適用が試み
られています。教育もひとつの市場として把握されるならば、教育
【選択】教育活動とマーケティング を受ける顧客市場（児童・生徒・学生）に向けてのマー ケティング 上野 博（商学部教授）
視点による戦略的展開が可能となります。マーケティングの理論
成果の教育分野への適用可能性について、教育現場の専門家
である皆さんとともに検討していきたいと考えています。

6時間 平成30年8月9日

対象職種
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

東京国際大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

肥満、やせなど児童・生徒が抱える様々な健康問題の現状をふ
まえ、スポーツ活動とともに実践する「スポーツ食育」の利点と方
法論について考えていく。スポーツと栄養を同時に捉える意義、
【選択】子どもの健康づくりを考え
子どもの食生活・運動に関する最新情報や食育活動事例の紹介 堀川 昭子（人間社会学部准教授）
る～スポーツ食育のススメ～
など、栄養、運動、食育の基本をわかりやすく解説する。また、グ
ループワークや演習を行いながら、スポーツと食育についての理
解を深め、教育現場での応用を検討する。
グローバル化が進み、情報が世界中に流れ、異文化理解が促進
されるはずであるが、現実には異文化間コミュニケーションを妨
げる要因がまだ多く存在する。本講座では、実際にどのような形
で情報ギャップが存在しているかを日米関係を中心に検証し、そ 岩崎 暁男（言語コミュニケーション学部教授）
の背後には何があるかを論じる。また、トランプ大統領の登場で
再度脚光を浴びている Political Correctness を例にして、国際理
解に必要な資質を考察していく。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

埼玉県川越市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30096505392号

049-232-1113

http://www.tiu.ac.jp/

埼玉県川越市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30096505393号

049-232-1113

http://www.tiu.ac.jp/

東京国際大学

【選択】異文化理解と情報

東京国際大学

現在問題になっている発達障害児や自閉スペクトラム症の子ども
たちと教室内でどう向き合うかといったことを中心に、障害の理解
とその支援の方法について簡単な実習や映像教材を交えながら
【選択】障害児とどう向き合うか～
講義を行う。世界保健機関（WHO)が発表したICF（国際生活機能 溝口 純二（人間社会学部教授）
自閉スペクトラム症などの発達障
分類）の視点から障害をとらえ、幼児児童生徒一人ひとりの教育 布川 清彦（人間社会学部准教授）
害児を中心に～
的ニーズを把握し、それに対応した環境作りと教育的支援を行う
ための基本的な考え方を身につけることが狙いとなる。障害児心
理の複数の専門教員が担当する。

埼玉県川越市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30096505394号

049-232-1113

http://www.tiu.ac.jp/

日本工業大学

これからのものづくりは機能の追求だけでなく、安全性・低環境負
荷・持続可能性などが強く求められています。これらの課題を解
決するためには、ナノメートルスケールでものを作り、それらを操
白木 將（応用化学科教授）
【選択】ナノ研究が支えるものづく
作・分析する技術が必要になります。本講習では、本学ブランディ
新倉 謙一（応用化学科教授）
り最前線
ング事業である「全固体電池の開発」の他、「生物に学ぶ低環境
負荷なものづくり」を主な例に挙げ、大学で進められている先端
ナノ研究について講義します。

埼玉県宮代町

6時間 平成30年8月1日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-30101506300号

0480-33-7507

http://www.nit.ac.jp/

日本工業大学

電気電子工学の最新技術について講述する。①情報通信技術
（ICT）の中核をなす情報ネットワークを支える基盤技術について
講義する。②無線通信に関する内容として、移動体通信技術の 吉野 秀明（電気電子通信工学科教授）
【選択】電気電子通信技術の現状
変遷及び動向やマイクロ波を用いた電波応用技術について講義 竹村 暢康（電気電子通信工学科准教授）
と将来
する。③エネルギーセキュリティと電力発生（火力発電），電力系 竹本 泰敏（電気電子通信工学科助教）
統技術，スマートグリット，再生可能エネルギー（小水力，太陽
光，風力）に関する内容と最近の動向について説明する．

埼玉県宮代町

6時間 平成30年8月1日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-30101506301号

0480-33-7507

http://www.nit.ac.jp/

日本工業大学

放射線は工業製品や医療診断などでも日常使われるようになっ
ているが、人体に及ぼす影響が大きいことから取扱いには注意
を要する。特に、目に見えないため、安全のためにその性質と測
【選択】放射線の種類とその性質 定法を正しく理解する必要がある。本講習では、放射線の種類と
性質、および、測定法の基礎について解説する。また、最近関心
の高い環境放射線を実際に測定し、誤差を考慮した正しい結果
の見方について学ぶ。

埼玉県宮代町

6時間 平成30年8月1日

教諭

高等学校工業
科・理科の教諭、
中学校技術科・
理科の教諭

6,000円

30人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-30101506302号

0480-33-7507

http://www.nit.ac.jp/

日本工業大学

知能機械技術について、発展経緯と現状、将来展望を講義する。
知能機械の代表例は自動車やロボット、産業機械である。ここで
は知能機械制御の基盤である①古典・現代制御技術、コンピュー
【選択】知能機械技術の現状と将
吉澤 信幸（創造システム工学科教授）
タとともに発展著しい②様々な知的制御技術、環境とエネルギー
来
於保 茂（ロボティクス学科教授）
に関わる③自動車の電動化、更に人工知能を用いた④自動車の
自動運転について述べる。また今後の社会・産業界の変化を踏
まえて、これからの教育に対する期待についても触れる。

埼玉県宮代町

6時間 平成30年8月2日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-30101506303号

0480-33-7507

http://www.nit.ac.jp/

埼玉県宮代町

6時間 平成30年8月2日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-30101506304号

0480-33-7507

http://www.nit.ac.jp/

埼玉県宮代町

6時間 平成30年8月2日

教諭

中学校技術科の
教諭

6,000円

30人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-30101506305号

0480-33-7507

http://www.nit.ac.jp/

埼玉県宮代町

6時間 平成30年8月3日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-30101506306号

0480-33-7507

http://www.nit.ac.jp/

梅谷
服部
佐藤
狩野

篤史（共通教育准教授）
邦彦（共通教育教授）
杉弥（共通教育教授）
みか（共通教育講師）

計算機が処理するデータには画像や音声など様々な種類がある
が，その中でも基本的なデータの一つであるテキストデータの処
理技術について講述する。まず，文字のエンコードや形態素な
大宮 望（情報メディア工学科准教授）
ど，テキストデータそのものとテキスト処理に関する基本的な概念
佐藤 進也（情報メディア工学科教授）
を解説する．その上で，業務データ，文学作品，Webページといっ
た異なるタイプのデータを題材に用い，それらのデータを「活か
す」技術について講義する．

日本工業大学

【選択】テキスト処理技術

日本工業大学

主に中学校技術科担当者のための講座である。従来、対象材料
としては、木材を中心に扱われてきたが、社会生活や家庭生活
の変化に伴い、多用されているアクリルも併用し、材料と加工法
森山 富治男（非常勤講師）
【選択】材料と加工に関する技術 および材料と加工に関する技術を利用した製作品の設計・製作
長島 佳久（非常勤講師）
を扱う。加工に必要な道具などを実際に活用して、工夫して製作
することの喜びや緻密さへのこだわりを体験させる指導方法のポ
イント等に触れる。

日本工業大学

【選択】機械工学におけるシミュ
レーション技術

本講義では機械工学における数値シミュレーション技術について
学ぶ。
①金属加工におけるCAEの利用例について、基礎と利用実態に
瀧澤 英男（機械工学科准教授）
ついて解説する。②身の回りの機械にセンサとして組み込まれて
加藤 史仁（機械工学科准教授）
いるマイクロマシン（米粒よりも小さな機械）の構造や駆動メカニ
小﨑 美勇（機械工学科准教授）
ズムについて、シミュレーションを用いた設計事例を紹介する。②
最近の「光」を用いた測定を解説し、設計や現象理解に用いられ
る光波シミュレーションについて説明する。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】地域の暮らしと建築空間

この講習では、地域における人びとの暮らしと建築空間との関わ
りにおいて、前後半に分けて２つの視点から講義を行う。前半で
は、民俗学という文化的視点から、地域社会と人びとの暮らし、
板橋 春夫（建築学科教授）
誕生から死までの通過儀礼と住まいとの関係について、日本各
足立 真（建築学科教授）
地の事例を紹介しながら解説する。後半では、建築設計の視点
から、地域に開かれた児童福祉施設の取り組みとその空間づくり
や、住民主体のまちづくりの事例などについて解説する。

埼玉県宮代町

6時間 平成30年8月3日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-30101506307号

0480-33-7507

http://www.nit.ac.jp/

日本工業大学

【選択】生物育成に関する技術

ここでは、主に中学校技術科担当者や部活動・委員会活動等指
導者のための講座である。生物育成に関する技術を利用した栽
培方法としては、育成する時期や育成に必要な環境、育成するた
伊藤 健司（非常勤講師）
めに必要とする道具・農具・資材（用土類）などを実際に利活用し
て、指導方法の充実と育成指導のポイント等に触れる。さらに、
実践的な指導法についても解説する。

埼玉県宮代町

6時間 平成30年8月3日

教諭

中学校技術科の
教諭

6,000円

30人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-30101506308号

0480-33-7507

http://www.nit.ac.jp/

植草学園大学

特別なニーズをもつ子どもの育ちは幼稚園と家庭とのよりよい連
携があってはじめて、確かなものになります。しかし、近年では、
小川 晶（発達教育学部准教授）
【選択】特別なニーズと子ども・保
特別なニーズをもつ子どもの家庭・保護者との連携のむずかしさ
広瀬 由紀（発達教育学部准教授）
護者支援
が指摘されます。そこで、家庭・保護者との連携に求められるポ
イントを検討します。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月17日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

130人

平成30年5月26日～
平成30年6月2日

平30-30111505447号

043-239-2602

http://www.uekusa.ac.j
p

植草学園大学

新しい幼稚園教育要領では、「特別な配慮を必要とする幼児への
【選択】発達や言葉のつまずきと 指導」の必要性が明確に示されました。本講習では、幼児期に見 佐藤 愼二（植草学園短期大学福祉学科教授）
千葉県千葉市
られる言葉やコミュニケーションのつまずきや発達障害、「気にな 堀 彰人（植草学園短期大学福祉学科教授）
その支援
る」行動の理解とその支援の実際について検討します。

6時間 平成30年8月18日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

130人

平成30年5月26日～
平成30年6月2日

平30-30111505448号

043-239-2602

http://www.uekusa.ac.j
p

植草学園大学

【選択】子どもの心とからだを動
かす

植草 一世（発達教育学部教授）
松原 敬子（植草学園短期大学福祉学科准教
授）

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

130人

平成30年5月26日～
平成30年6月2日

平30-30111505449号

043-239-2602

http://www.uekusa.ac.j
p

植草学園大学

特別支援教育における喫緊の課題の一つが発達障害を含む、
「気になる」子どもの授業や学級における具体的支援、家庭との
連携です。「気になる」行動の支援や概要を踏まえた上で国語科 戸丸 俊文（発達教育学部教授）
【選択】『気になる』行動への教育
を中心に、実際の授業づくりの要点を検討したいと思います。ま 根本 曜子（植草学園短期大学福祉学科准教
的支援
た、虐待はどこの家庭でも起こりうるものです。発達障害のある 授）
子どもを育てている家庭はリスクが高いと言われる虐待を例に、
保護者とどう連携し、支援するかを検討します。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

210人

平成30年5月26日～
平成30年6月2日

平30-30111505450号

043-239-2602

http://www.uekusa.ac.j
p

植草学園大学

新学習指導要領において新たに示された「社会に開かれた教育
課程」「育成を目指す資質・能力」「主体的・対話的で深い学び」
「カリキュラム・マネジメント」の４つのキーワードについて、特別
【選択】特別支援教育の今日的課 支援教教育の立場からキャリア教育との関連を踏まえて概説す 佐藤 愼二（植草学園短期大学福祉学科教授）
千葉県千葉市
菊地 一文（発達教育学部准教授）
るとともに、その実践の在り方について検討します。
題への対応
また同要領でも重視されている家庭との連携、特に 通常の学級
に在籍する「気になる」子どもの保護者及び 障害のある子どもの
保護者との連携のあり方を具体的に検討します。

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

210人

平成30年5月26日～
平成30年6月2日

平30-30111505451号

043-239-2602

http://www.uekusa.ac.j
p

植草学園大学

特別支援教育の推進にあたっては、特別な教育的ニーズへの適
切な支援が求められます。ここでは、主に知的障害教育における
【選択】特別な教育的ニーズへの 教科別の指導、自立活動の指導、各教科等を合わせた指導など 名古屋 恒彦（岩手大学教育学部教授）
支援をめぐって
を今日的にどのように展開すべきかを考えます。また、通常の学 堀 彰人（植草学園短期大学福祉学科教授）
級に在籍する児童生徒のコミュニケーションの課題を個の育ちや
周囲との関係、インクルーシブな教室と絡めて考えていきます。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

210人

平成30年5月26日～
平成30年6月2日

平30-30111505452号

043-239-2602

http://www.uekusa.ac.j
p

植草学園大学

新しい幼稚園教育要領が示されました。それを踏まえて、これか
栗原 ひとみ（発達教育学部准教授）
【選択】新しい幼稚園教育要領と らの幼児教育に求められる園生活について検討します。そして、
久留島 太郎（植草学園短期大学福祉学科准
幼児教育のこれから
子どもの成長における子ども同士の関係とその高まりに目を向
教授）
けることで、よりよい支援の在り方を考えます。

千葉県千葉市

6時間 平成30年11月17日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

80人

平成30年9月29日～
平成30年10月6日

平30-30111505453号

043-239-2602

http://www.uekusa.ac.j
p

植草学園大学

新学習指導要領において、通常の学級の各教科における 配慮
事項が、各教科の解説編に示され、それぞれの困難さに応じた
支援の道筋が提案されて、個別の配慮のあり方の重要性が見え
【選択】特別支援教育の今日的課 てきました。 新たな支援を含む授業作りについて具体的に考え 佐藤 愼二（植草学園短期大学福祉学科教授）
千葉県千葉市
題への対応
ます。また、新学習指導要領でも重視されている家庭との連携、 加藤 悦子（発達教育学部准教授）
特に、 通常の学級に在籍する「気になる」子どもの保護者及び
障害のある子どもの保護者との連携のあり方を具体的に検討し
ます。

6時間 平成30年11月24日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

80人

平成30年9月29日～
平成30年10月6日

平30-30111505454号

043-239-2602

http://www.uekusa.ac.j
p

淑徳大学

加藤 尚裕（教育学部教授）
大串 和久（教育学部准教授）
松原 健司（教育学部教授）
小学校教諭を対象とし、学校現場で役立つ指導や活動について
松澤 勇治（教育学部非常勤講師）
【選択】小学校教諭対象講座「教 演習等を通して理解を深める。具体的には、「キャリア教育」に関
長谷川 勝久（教育学部非常勤講師）
育内容の充実」
するもののほか、各教科の指導方法や教材研究についても考察
髙橋 多喜子（教育学部非常勤講師）
する。
岡野 雅一（教育学部教授）
重枝 洋（国本女子中学・高等学校校長）
石田 拓喜（教育学部非常勤講師）

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

教諭

小学校教諭向け 18,000円

40人

平成30年4月20日～
平成30年7月13日

平30-30120506828号

049-274-1511

http://www.shukutoku.
ac.jp/

帝京平成大学

【選択】子どもに確かな力をつけ
る国語科の授業づくり

教諭

小学校教諭、中
学校教諭(国語)

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月22日

平30-30129506558号

03-5860-4716

http://www.thu.ac.jp/

日本工業大学

幼児期の子どもの心身の成長にとって欠かすことのできない遊
びの意義を再確認します。そして、遊びになくてはならない“おも
ちゃ”について、具体的・実際的に検討します。また、心とからだ
を育む運動遊びの魅力について考えます。

新しい学習指導要領を見通しながら、小学校（中学校）国語科に
おける授業の在り方を中心に考察をする。また、実際に「話すこ
熊澤 義夫（現代ライフ学部 講師）
と・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の国語教材を使用しての演習を
通し、受講者が協働的に授業づくりについての研修を深める。

埼玉県入間郡
三芳町

18時間

千葉県市原市
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6時間 平成30年8月15日

6,000円

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

帝京平成大学

児童・生徒が授業時、課外時に様々な怪我や事故に遭遇する時
がある。その際、教師として落ち着いて対応することが重要であ
【選択】児童・生徒の運動・スポー
る。心停止や重症頭頚部外傷など生命に係る事故を中心に、具 砂川 憲彦（現代ライフ学部 教授）
ツ時における緊急時の対応
体的な活動を通しながら配慮しなければならないこと等を学んで
いく。

帝京平成大学

【選択】「特別の教科道徳」の授
業づくり

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

千葉県市原市

6時間 平成30年8月15日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭(全教
科)、養護教諭

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月22日

平30-30129506559号

03-5860-4716

http://www.thu.ac.jp/

学習指導要領に示された道徳教育及び道徳科の目標や内容、
位置づけについて理解し、これからの道徳教育への考察を深め
ます。また道徳教育の要となる道徳科の授業をどう展開するか、
山本 佐江（現代ライフ学部 准教授）
その評価についての理解を深め、「考え、議論する道徳」のため
の教材研究や指導案づくりを行って実践的指導力を高められる
ようにします。

千葉県市原市

6時間 平成30年8月15日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭（全教
科）、養護教諭

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月22日

平30-30129506560号

03-5860-4716

http://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学

【選択】子どもの主体的な学びを
育む算数・数学

子どもたちが、算数・数学を学ぶ意欲を高めたり、学ぶことの意
義や有用性を実感したりするためには、どのような授業が望まれ
るのだろうか。数学的な課題の発見と解決に向けて話し合いを取 中村 昌平（現代ライフ学部 准教授）
り入れて、主体的・協働的に学ぶ学習方法、いわゆるアクティブ 浜崎 美保（現代ライフ学部 教授）
ラーニングについて検討する。またさまざまな配慮が必要な子ど
もの対応についても考えたい。

千葉県市原市

6時間 平成30年8月16日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（数学）

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月22日

平30-30129506561号

03-5860-4716

http://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学

【選択】子どもの未来を育むため
のキャリア教育指導

前半部分では、キャリア教育の定義や意義を再度しっかりと捉
え、子どもたちにどのようなキャリア支援ができるか具体的な事
例を紹介しながら、法令等の文言に触れていきたい。
小野 憲一（現代ライフ学部 教授）
後半部分では、キャリア教育に関連する課題を出して、グループ
ディスカッションを実施し、小学校・中学校の教科でどのような
キャリア教育が考えられるかまとめてもらう。

千葉県市原市

6時間 平成30年8月16日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（全教
科）

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月22日

平30-30129506562号

03-5860-4716

http://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学

2020年には第３学年から英語が開始され、高学年では教科化さ
れようとしています。英語を専門とする教育や研修を受ける機会
が少ない教員にとっては、小学校英語は心配の種とも聞きます。
【選択】外国語活動を楽しく学ぶ・
しかしながら、ALT並みの流暢な英語を話す必要はありません。 伊藤 静香（現代ライフ学部 講師）
教える
本講座は、「外国語活動」の目的及び意義の理解を深め、何より
も、みなさんで英語を“楽しみながら”授業実践に関する知識を学
ぶことをねらいとします。

千葉県市原市

6時間 平成30年8月16日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（英語）

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月22日

平30-30129506563号

03-5860-4716

http://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学

特別支援教育の対象である児童生徒について理解を深める講習
内容です。特に、読み書きの困難さや注意集中の苦手さ等があ
【選択】特別な教育的支援を必要
る児童生徒の心理面や教育的支援方法を探るために演習をとし 鶴田 敦司（現代ライフ学部 講師）
とする子どもの理解と環境づくり
て学びます。疑似体験プログラムを活用してグループでの話し合
い活動を中心に行う予定にしています。

千葉県市原市

6時間 平成30年8月17日

小学校教諭、中
学校教諭（全教
教諭
科）、特別支援学
養護教諭
校教諭、養護教
諭

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月22日

平30-30129506564号

03-5860-4716

http://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学

【選択】魅力ある理科教育の創造

理数教育の充実が求められている現在、教師が理科教育の楽し
さや有用感を実感し、児童・生徒ともに、学びを広げる授業を展
開することが大切である。本講習では、観察・実験を中心とした研 永田 学（現代ライフ学部 准教授）
修を行い教師力を高める。内容は、前半に「人の体のつくりと働 船尾 聖（現代ライフ学部 教授）
き」を中心に、研修を行う。後半には「理科のものづくり」を中心に
研修を行う。また、安全な授業の在り方についても講習する。

千葉県市原市

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭(理科)

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月22日

平30-30129506565号

03-5860-4716

http://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学

幼児期の教育の基本を踏まえ、今、社会に求められている幼児
【選択】幼児教育の動向とこれか 期の教育の課題への理解を深め、今後の在り方を考える。
らの在り方
「①幼児教育の基本」、「②幼児教育を巡る動向」、「③環境を通
して行う教育の在り方」の3つのテーマに沿って講習を行う。

千葉県市原市

6時間 平成30年8月17日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月22日

平30-30129506566号

03-5860-4716

http://www.thu.ac.jp/

東京成徳大学

近年、家庭的な背景やメンタルヘルスの課題を抱え、支援を必要
としている児童生徒が増加しています。本講習では、虐待、不登
校傾向の児童生徒のメンタルヘルスを中心に、外部機関との連
【選択】子どもと教師のメンタルヘ
関谷 大輝（応用心理学部准教授）
携、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの協
ルス
宮村 りさ子（応用心理学部助教）
働の仕方等について学びます。また、喫緊の課題となっている教
師のメンタルヘルスの理解と対策について、講義やワークを通し
て学びます。

千葉県八千代
市

6時間 平成30年8月6日

教諭
幼稚園以外の教
養護教諭 諭、養護教諭、栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-30133504654号

047-488-7113

http://www.tsu.ac.jp

東京成徳大学

「いじめ」問題に関する近年の議論を中心に、生徒指導・学級経
営の理論と実践を学ぶことを目的とします。理論編では、近年の
政策動向を確認するとともに、調査実証データや理論を用いて、
【選択】いじめ問題を中心とした学
石﨑 一記（応用心理学部教授）
いじめの原因・過程に関する議論を多角的に概観します。実践編
級経営の理論と実践
堤 孝晃（人文学部准教授）
では、生徒の多様性を尊重し変化を受け入れることができる秩序
を作るとともに、個人、学級集団としての成長を目指す構成的グ
ループエンカウンター等の実践的な指導方法を学びます。

千葉県八千代
市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-30133504655号

047-488-7113

http://www.tsu.ac.jp

東京成徳大学

学校には、多様な実態の児童生徒が在籍しており、いずれの学
校種においても特別支援教育への理解と個のニーズに応じた支
援は必須事項となっています。本講習では、特別支援教育の動
【選択】特別なニーズのある児童 向を概観した上で、発達障害、知的障害、重複障害のある児童 中山 哲志（応用心理学部教授）
生徒の理解と具体的な支援
生徒を中心に、個のニーズを理解する視点と方法、コミュニケー 別府 さおり（応用心理学部准教授）
ションの支援、個別の指導計画と個別の教育支援計画の作成と
活用、集団における支援と授業づくりについて講義と演習を通し
て学びます。

千葉県八千代
市

6時間 平成30年8月8日

教諭
幼稚園以外の教
養護教諭 諭、養護教諭、栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-30133504656号

047-488-7113

http://www.tsu.ac.jp

麗澤大学

この講習は、英語指導に関する各分野の知識・技能を提供し、中
【選択】英語指導法ブラッシュアッ 学校・高校での英語の授業のレベルアップを目指します。講習
プ講習
は、7回のワークショップ(各回90分)とまとめから成り、最後のまと
めで，講習内容についての討議と試験を行います。

中学校、高等学
校、中等教育学 12,000円
校の教諭（英語）

30人

平成30年5月7日～
平成30年7月2日

平30-30136506852号

04-7173-3605

http://www.reitakuu.ac.jp/

麗澤大学

【選択】道徳教育の現状と課題

40人

平成30年5月7日～
平成30年7月2日

平30-30136506853号

04-7173-3605

http://www.reitakuu.ac.jp/

齊藤 美代子（帝京平成大学 非常勤講師）

望月 正道（外国語学部教授）
Paul C. McVay（外国語学部特任教授）
森 秀夫（外国語学部教授）
Andrew Nicola Struc（外国語学部准教授）

わが国の道徳教育をめぐる現状と課題について把握し、学校の
教育活動全体を通じて行う道徳教育とその要である道徳科（小・
江島 顕一（経済学部准教授）
中学校）について、教師の理解と意欲を向上させることを目指し
ます。

千葉県柏市

12時間

千葉県柏市
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平成30年7月28日、
平成30年7月29日

6時間 平成30年8月4日

教諭

小・中・高等・特
別支援学校教
諭、養護教諭

小学校、中学校、
教諭
高等学校、中等
養護教諭 教育学校の教
栄養教諭 諭、養護教諭、栄
養教諭

6,000円

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

【選択】音楽科教育講座

山本 幸正（教授）
足本 憲治（准教授）
福田 隆（教授）
井上 恵理（准教授）
小・中・高・特支の学習指導要領の趣旨・内容を踏まえ、鑑賞領 酒井 美恵子（准教授）
域の指導の改善・充実について理解を深め、略案の作成と実践 久保田 慶一（教授）
東京都立川市
を追及するとともに、専門的な選択講習の受講を通して、指導の 今藤 長龍郎（非常勤講師）
基礎となる知識・技能の強化を図ります。また、校種別での共同 新谷 祥子（非常勤講師）
作業では教員間のネットワーク作りの機会にも配慮しています。 今村 能（非常勤講師）
津田 正之（文部科学省国立教育政策研究所
教育課程研究センター研究開発部 教育課程
調査官、文部科学省初等中等教育局教育課程
課 教科調査官）

【選択】なぜ古典を教えるのか

どうして古文をやるの？――生徒にそう聞かれたらどうお答えに
なりますか。
当講習では、本学で、日本古典文学、国語学、民俗学、国語教育
学等の研究・教育に携わる講師陣が、具体的な資料を紹介しつ
つ、それぞれの立場から古典の持つ意義について論じます（講座
によっては演習形式を取る場合もあります）。そのうえで、受講者
の皆さんには、実践家の立場から中学校・高等学校の国語科に
おける古典教育の意義について考えていただきます。

土佐 秀里（文学部准教授）
野中 哲照（文学部教授特別専任）
岡田 哲（文学部教授）
石川 則夫（文学部教授）
長谷川 清貴（文学部准教授）
小田 勝（文学部教授）
小川 直之（文学部教授）
杉山 英昭（元大学院客員教授）
林 利久（文学部兼任講師）
高山 実佐（文学部准教授）
高橋 大助（文学部教授）
豊島 秀範（文学部教授特別専任）

國學院大學

【選択】日本史研究の最前線

現在の日本史学界では、どのようなことが問題とされ、いかなる
解決策が提示されているのでしょうか。本講習では、日本史（古
代史・中世史・近世史・近現代史）のみならず、隣接する考古学
や外国史（中国史）の講座も用意し、教科書の内容に即して、多
角的な視点から日本史研究の最新の動向を紹介します。また講
習にあたっては、考え（学説）の根拠となる史資料（文献史料・考
古資料など）の扱いにも留意します。

樋口
金子
矢部
佐藤
吉岡
谷口

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

18時間

平成30年7月27日～
平成30年7月29日

教諭

音楽科担当教諭 18,000円

70人

平成30年5月21日～
平成30年6月16日

平30-30151506463号

042-535-9668

http://www.kunitachi.a
c.jp/

東京都渋谷区

18時間

平成30年8月6日～
平成30年8月8日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

20,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月19日

平30-30156505434号

03-5466-0152

http://www.kokugakuin.
ac.jp/

東京都渋谷区

18時間

平成30年8月6日～
平成30年8月8日

教諭

中学校社会科・
高等学校地理歴 20,000円
史科教諭

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月19日

平30-30156505435号

03-5466-0152

http://www.kokugakuin.
ac.jp/

國學院大學

石川 清明（人間開発学部教授）
筒石 賢昭（人間開発学部教授）
笹田 弥生（人間開発学部准教授）
野本 茂夫（人間開発学部教授）
小林 唯（人間開発学部助教）
山瀬 範子（人間開発学部准教授）
塩谷 香（教育開発推進機構教授特別専任）
一 正孝（人間開発学部教授）
大森 俊夫（人間開発学部教授）
本講座では職種に合わせて、教育現場に沿った教員自身の人間
伊藤 英之（人間開発学部助教）
開発を目指した講義内容を3日間提供する。講習は3つのテーマ
上口 孝文（人間開発学部教授）
から成り立つ。（1）グローバル化する社会で成長する子どもたち
備前 嘉文（人間開発学部准教授）
【選択】教員力の資質向上のため
へ教員に必要な知識を分かりやすく解説する（2）運動をはじめ
川口 愛子（人間開発学部准教授）
の講習
様々な体験不足の現代の子どもたちを元気にするための教員の
村上 佳司（人間開発学部教授）
資質向上を目指す（3）現代社会に育つ子どもたちの成長を助
神事 努（人間開発学部准教授）
け、支援するための知識と技術力を養う
長田 恵理（人間開発学部准教授）
髙橋 幸子（人間開発学部教授）
寺本 貴啓（人間開発学部准教授）
髙山 真琴（人間開発学部教授）
成田 信子（人間開発学部教授）
杉田 洋（人間開発学部教授）
田沼 茂紀（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）

神奈川県横浜
市

18時間

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
20,300円
校・高等学校 保
健体育科教諭

130人

平成30年4月16日～
平成30年4月19日

平30-30156505436号

03-5466-0152

http://www.kokugakuin.
ac.jp/

杉野服飾大学

本学は高等学校教諭1種免許状・中学校教諭1種免許状「家庭」
の免許状を授与させる養成機関として認定されていますが、全教
科の先生方に「実習・演習」の方法と意味を知って頂き、児童・生
【選択】実習の楽しみⅠ－草木染
徒へ「つくる」楽しさを伝えるサポートをさせて頂きたいと計画して 鈴木 美和子（服飾学部教授）
め6時間－
おります。この講座では、草木などの植物を使って「草木染め（天
然染色）」の演習を実施します。特に媒染剤を使い、発色・固着さ
せる方法を学びます。

東京都品川区

6時間 平成30年8月2日

教諭

家庭科教諭

9,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30173506221号

03-3491-6871

http://www.suginofc.ac.jp

杉野服飾大学

【選択】実習の楽しみⅡ－トート
バッグ制作6時間－

本学は高等学校教諭1種免許状・中学校教諭1種免許状「家庭」
の免許状を授与させる養成機関として認定されていますが、全教
科の先生方に「実習・演習」の方法と意味を知って頂き、児童・生
肉丸 美香子（服飾学部教授）
徒へ「つくる」楽しさを伝えるサポートをさせて頂きたいと計画して
おります。この講座では、直線裁ちのシンプルな形のトートバッグ
制作を通して、縫製の知識と技術を学びます。

東京都品川区

6時間 平成30年8月3日

教諭

家庭科教諭

9,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30173506222号

03-3491-6871

http://www.suginofc.ac.jp

杉野服飾大学

【選択】実習の楽しみⅢ－ドロー
イング入門6時間－

全教科の先生方に「実習・演習」の方法と意味を知って頂き、児
童・生徒へ「つくる」楽しさを伝えるサポートをさせて頂きたいと計
画しております。この講座では、立体形態の理解の方法・知識
瀬古 徹（服飾学部教授）
（入門編）をベースとし、その把握の仕方を実技・演習を通して学
びます。

東京都品川区

6時間 平成30年8月4日

教諭

家庭科教諭

9,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30173506223号

03-3491-6871

http://www.suginofc.ac.jp

国立音楽大学

國學院大學

秀実（文学部教授）
修一（文学部教授）
健太郎（文学部教授）
長門（文学部教授）
孝（文学部教授）
康浩（文学部教授）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の期間

認定番号

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼・小・中・高・特
支教諭

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
506444号
～6月28日（空席が出た
講習のみ）

042-691-9331

https://www.soka.ac.jp
/educareer/renew/

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小・中・高等学校
教諭

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
506445号
～6月28日（空席が出た
講習のみ）

042-691-9331

https://www.soka.ac.jp
/educareer/renew/

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

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
506446号
～6月28日（空席が出た
講習のみ）

042-691-9331

https://www.soka.ac.jp
/educareer/renew/

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月15日
平30-3018040人 ※第2次募集6月22日
506447号
～6月28日（空席が出た
講習のみ）

042-691-9331

https://www.soka.ac.jp
/educareer/renew/

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月4日

教諭

幼・小・中・高・特
支教諭

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
506448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】教育の社会学

「教育」について考える上で、欠かすことのできない視点の１つ
は、社会との関わりである。本講習では、多様な教育現象を社会
学という観点からみた場合、どのような認識が展開できるのかを
講義する。具体的には、下記のテーマからいくつかををとりあげ、
鶴田 真紀（教育学部准教授）
現代の子どもをとりまく多様な問題に関する「ものの見方・考え
方」を養うことを目指したい。
・学歴・教育はサービスであるか・逸脱・いじめ自殺・「優れた」実
践とは

創価大学

【選択】個が育つ、個と集団のデ
ザイン

本講習では、個の理解について米国の事例、日本の事例から、
「個」や、個の性質についての各人の捉え方について吟味する。
人間教育の視点から個の捉え方が重要であることの理解を深
寺林 民子（教職大学院准教授）
め、個と集団の関係の中で、どのように「個の成長する姿」をとら
え、子どもの可能性を開いていくかについて演習を通して考え
る。

創価大学

本講習の目的は、いじめ防止に必要な視点を、協同学習や演劇
等の多様な活動への参画を通して、受講者が協同的に探究する
ことにある。具体的には、いじめに関する国内外の先行研究及び
【選択】いじめ予防の理論と実践 過去のいじめ事例を考察し、いじめの被害者・傍観者・加害者へ 三津村 正和（教職大学院准教授）
の解決志向アプローチを検討する。各人が「いじめとは何か」に
ついての考えを深め、いじめを起こさない学校文化を構築するに
あたっての主体者としての意識の涵養を目指す。

電話番号

ＵＲＬ

受講料

東京都八王子
市

受講人数

受講者募集期間

主な受講対象者

【選択】自尊感情について：理論
と実践の側面から

創価大学

時間数

対象職種

講習の開催地

本講習では、子どもと教師の自尊感情について、理論的・実践的
な側面から考察することを目的とする。まず理論的な枠組みを概
観し、国際比較研究における日本の子どもの自尊感情の現状に
ついて紹介する。次に実践的アクティビティやＤＶＤ鑑賞を通して
富岡 比呂子（教育学部准教授）
教室場面で子どもの自尊感情を高める方法について考える。加
えて、教師のメンタルヘルスの観点から、教師の自尊感情やそれ
を脅かす要因、また対処法についてディスカッションを通して学
ぶ。

創価大学

【選択】環境教育・環境科学

環境教育は、IPCCなどの報告を主体として地球温暖化の問題を
特に取り上げ、その現状と、解決のために行われている対策など
山本 修一（理工学部教授）
を含めた社会的な情勢について講義する。
環境科学は、人間活動が環境に及ぼす影響を探究する学問であ 桑原 ビクター 伸一（教育学部教授）
り、自然環境と人間活動との間の相互関係や持続可能な環境管
理について講義する。

創価大学

【選択】教員の服務・職務に係る
問題を考える
-労働時間、奨学制度、児童・生
徒の問題行動などへの法制度的
検討-

教員の服務・職務において、解決あるいは理解が望まれるトピッ
クについて、判例や行政実例の紹介を交えつつ法制度の側面を
中心とした検討を行う。具体的には、教員の負担感（長時間労
働）、子どもの貧困と関わって奨学制度のあり方、ネットいじめへ 井上 伸良（教育学部准教授）
の対応などを扱う。講義だけでなく、グループワークも行う。受講
にあたっては、スマートフォン、タブレット、ノートPCなど、インター
ネットを使用できる機器を1点以上持参して頂くことが望ましい。

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月4日

教諭

幼・小・中・高・特
支教諭

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
506449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

「教師のメンタルヘルス・マネジメント」と学校心理学を基盤とした
「チーム援助」の理論と方法について、演習を交えて講義する。具
【選択】教師のメンタルヘルス・マ 体的な講習内容は、以下の通りである。①教師のメンタルヘルス
田村 修一（教職大学院教授）
ネジメントとチーム援助入門
のセルフチェック、②職場におけるメンタルヘルス・マネジメント、
③学校心理学に基づくチーム援助の理論と方法、④学校におけ
るチーム援助の実際。

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月4日

教諭

幼・小・中・高・特
支教諭

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
506450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

主に知的障害のある生徒の学校卒業後の就業先の様子につい
て紹介し、特別支援学校における職業教育・進路指導の実際を
【選択】障害のある人の自立と社
講義・演習等により学び、障害のある人たちの自立・社会参加の 山内 俊久（東京都立青鳥特別支援学校長）
会参加
あり方につて考える。また、特別支援教育におけるキャリア教育
をめぐる動向についても考察していく。

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月4日

教諭

小・中・高・特支
教諭

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
506451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

本講習では、学校で役に立つ精神医学的な考え方や、代表的な
精神疾患などについて講義し、理解を深めるものとする。また、精
神分析的な発達理論を紹介し、事例をもとに質疑や演習を重ね
【選択】学校で役に立つ精神医学 ながら、その理解のポイントを解説していく。さらに、具体的な事
遠藤 幸彦（教育学部教授）
と精神分析の知識
例について、家族関係や集団力動の解説を交え、対人関係の中
で生じる心理について理解を進めることを目的とするもので、生
徒個人の理解を越え、家族への関わりのヒントともなることも目指
している。

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月5日

教諭

中、高教諭

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
506452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

2007年の改正学校教育法施行により、小・中学校等における「通
常学級に在籍するＬＤ児等」に対する指導を含めた特別支援教
育が開始以来、10年を経過した。その間、わが国独自のインク
【選択】特別支援教育の現状と課 ルーシブ教育体制の構築が、通常の学級、特別支援学級、特別
杉本 久吉（教育学部准教授）
題
支援学校それぞれの立場で進められてきた。
この特別支援教育の現状と課題について概説するとともに、抽出
された課題、その解決方策について、グループ協議を通じて理解
を深める。

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月5日

教諭

小・中・高・特支
教諭

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
506453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】算数・数学科における授
業づくりのポイント

全ての児童・生徒が算数・数学の内容を「分かる・できる」ように
なるための授業づくりについて講演と実習を行う。具体的には、
教材研究の方法や授業ビデオの解説、○付け法や意味付け復
唱法を使った模擬授業などを行い、授業技術を高める。

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月5日

教諭

小・中教諭（数
学）

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
506454号
～6月28日（空席が出た
講習のみ）

042-691-9331

https://www.soka.ac.jp
/educareer/renew/

鈴木 詞雄（教職大学院准教授）
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

主な受講対象者

6時間 平成30年8月5日

教諭

小学校教諭

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
506455号
～6月28日（空席が出た
講習のみ）

6時間 平成30年8月1日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月8日

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
12,000円
理歴史科教諭・
公民科教諭

15人

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

12,000円

東京都文京区

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

東京都文京区

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

創価大学

東京都八王子
市

拓殖大学

学習指導要領に示された教育内容に関する改善事項について取
【選択】生徒や社会の変化に対応 り上げ、それぞれの教育課題の意義、指導の在り方、具体的な
指導内容・方法等について解説し、各学校における教育内容の
した教師力を高める
改善・充実に資する。

保坂 芳男（外国語学部教授）
石川 一喜（国際学部准教授）
巽 公一（工学部教授）
今井 文俊（商学部准教授）

東京都文京区

拓殖大学

【選択】社会・地理歴史・公民各
科授業力のパワーアップ

相澤 善雄（政経学部講師）
中学校社会科、高等学校地理歴史科・公民科において、学習指
細井 優子（政経学部准教授）
導要領を踏まえて、地理・歴史教育の方法、環境問題や国際政
奥田 進一（政経学部教授)
治の動向など今日的な問題を考える視点・方法を、講義あるいは
戸川 点（国際学部教授）
演習を通して学び、授業力の向上を図ります。
三木 健詞（政経学部教授）

東京都文京区

12時間

拓殖大学

英語教師力ブラッシュアップのために、英語学、英語発音学、英
語コミュニケーション、言語評価論、英語指導技術、またPCを
【選択】英語教師力ブラッシュアッ
使った英語教材開発や授業で使える実践的技術などを教室での
プ―英語科教育の理論と実践
具体的指導を前提に講義し、一部実践を試みる。また各講義・実
践をとおして英語教育の改善を考えたい。

保坂 芳男（外国語学部教授）
居村 啓子（外国語学部准教授）
東京都文京区
見上 晃（外国語学部教授）
アンドリュー・マーティン（外国語学部特任教授）
渡辺 勉（商学部教授）

拓殖大学

商業教育は実社会で役立つ実学であるが、売上高の増加や利
潤を追求することのみに主眼を置いて、その処方を学ぶ教育で
はない。個人・組織のみならず社会全体の自己実現を果たすこと
【選択】新しい視点での商業教育 が究極の目的である。商業教育は、ヒト・モノ・カネなどが有機的
に結び付いた現代社会にあって、いかに人々の生活を豊かに
の発見
し、真の幸福を手に入れるかを教育の根幹にしている。そのアプ
ローチの方法は多岐にわたるが、様々な角度からトライすること
で、新しい視点での商業教育の発見を目指すこととする。

太田
田嶋
宮川
中村
今井

実（商学部准教授）
規雄（商学部教授）
昭義（商学部教授）
竜哉（商学部教授）
文俊（商学部准教授）

拓殖大学

ものづくりに貢献できる創造的な技術者育成を目指す視点で、技 工藤
【選択】ものづくりに貢献できる創 術科教育及び工業科教育に役立つ指導法や幅広い最新技術を 早川
学ぶ。内容は、「近代デザイン史」「IoTを支える基礎技術」「流体 藤本
造的な技術者育成講座
吉森
とものづくり」「太陽光発電技術」等である。

芳彰（工学部准教授）
栄一（工学部教授）
一郎（工学部教授）
茂（工学部教授）

玉川大学

この講習では博物館の役割や活動を理解し、学校教育との連
携、および博物館資料の活用という面から、博物館における学び
柿﨑 博孝（教育博物館教授）
の機能と資料を活用した教育プログラムの可能性を探っていく。
宇野 慶（教育博物館准教授）
【選択】博物館資料の活用と学校
また理論面での講義のほか、教育博物館でのワークショップやグ
栗林 あかね（教育博物館講師）
教育
ループワークをもとに博物館の教育活動を具体的に体験すること
で、博物館と学校教育に関する今後の展望について共に考えて
いきたい。

東京都町田市

玉川大学

脳の働きの基礎的理解:脳の学習の仕組み、脳の意思決定の
仕組みについて科学的な理解を目指す。
・目標達成に向かって最適な答えを見つける脳の働き:脳には意
思決定に関与する複数の回路があり、其々の結論の導き方を理
【選択】人間の脳の働きを理解し 解する。
た教え方 -人間理解から教育へ モチベーションを維持させる脳内メカニズム:モチベーションはど
のように生まれるのか? 生徒の内発的動機づけを維持するため
の方法を理解する。
記憶に定着させるメカニズム:私たちが見たり、聞いたりすること
は脳のどのようなメカニズムで処理されているのか?、ヒトの認知
機能、記憶学習のシステムから理解する。

東京都町田市

玉川大学

アンケート調査の実施を題材に用いて、オフィスソフト、主に
Word、Excel、PowerPointの基本的な操作方法を学習する。教師
【選択】教師のためのオフィスソフ 自身のソフト取扱い技術の習得だけでなく、これらのソフト操作を
森 祥寛（金沢大学総合メディア基盤センター助
ト基本操作〜アンケート調査を例 児童生徒に対して指導する際のヒントとしたい。ただし、本講習で
インターネット
教）
に〜
はオフィスソフトの操作方法を解説することを主題とするため、効
果的なアンケート調査実施や統計的処理についての詳細な解説
は行わない。

6時間

玉川大学

アンケート調査の実施を題材に用いて、オフィスソフト、主に
Word、Excel、PowerPointの基本的な操作方法を学習する。教師
【選択】教師のためのオフィスソフ 自身のソフト取扱い技術の習得だけでなく、これらのソフト操作を
森 祥寛（金沢大学総合メディア基盤センター助
ト基本操作〜アンケート調査を例 児童生徒に対して指導する際のヒントとしたい。ただし、本講習で
インターネット
教）
に〜
はオフィスソフトの操作方法を解説することを主題とするため、効
果的なアンケート調査実施や統計的処理についての詳細な解説
は行わない。

玉川大学

アンケート調査の実施を題材に用いて、オフィスソフト、主に
Word、Excel、PowerPointの基本的な操作方法を学習する。教師
【選択】教師のためのオフィスソフ 自身のソフト取扱い技術の習得だけでなく、これらのソフト操作を
森 祥寛（金沢大学総合メディア基盤センター助
ト基本操作〜アンケート調査を例 児童生徒に対して指導する際のヒントとしたい。ただし、本講習で
教）
に〜
はオフィスソフトの操作方法を解説することを主題とするため、効
果的なアンケート調査実施や統計的処理についての詳細な解説
は行わない。

鮫島 和行(脳科学研究所教授)
坂上 雅道(脳科学研究所教授・応用脳科学研
究センター主任)
松元 健二(脳科学研究所教授)
松田 哲也(脳科学研究所教授)

講習の期間

対象職種

小学校では2020年からプログラミング教育が必修化されるが、授
業をどのようにデザインすべきか、具体的にイメージできる教師
はまだそれほど多くはない。また、ICT機器の整備状況は学校に
【選択】プログラミング的思考力を よって様々であり、望ましい実践例をそのまま適用できるとも限ら
舟生 日出男（教育学部教授）
ない。そこで本講習では、プログラミング的思考の育成に焦点を
育成する授業のデザイン
当て、コンピュータを使わないアンプラグドなプログラミングや、通
常のパソコンを用いた授業のデザインについて、基本的な知識・
技術の習得を目指す。

インターネット
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電話番号

ＵＲＬ

042-691-9331

https://www.soka.ac.jp
/educareer/renew/

平30-30184506608号

03-3947-7172

http://www.takushokuu.ac.jp

平成30年4月16日～
平成30年6月8日

平30-30184506609号

03-3947-7172

http://www.takushokuu.ac.jp

10人

平成30年4月16日～
平成30年6月8日

平30-30184506610号

03-3947-7172

http://www.takushokuu.ac.jp

高等学校商業科
12,000円
教諭

10人

平成30年4月16日～
平成30年6月8日

平30-30184506611号

03-3947-7172

http://www.takushokuu.ac.jp

教諭

中学校技術科教
諭、高等学校工 12,000円
業科教諭

10人

平成30年4月16日～
平成30年6月8日

平30-30184506612号

03-3947-7172

http://www.takushokuu.ac.jp

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年5月7日

平30-30186506847号

042-739-7097

http://www.tamagawa.j
p/

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年5月7日

平30-30186506848号

042-739-7097

http://www.tamagawa.j
p/

平成30年6月25日～
平成30年8月18日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

1,500人

平成30年5月14日～
平成30年7月6日

平30-30186506849号

042-739-7097

http://www.tamagawa.j
p/university/teacher_e
ducation/training/work
shop.html

6時間

平成30年10月8日～
平成30年12月2日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

1,200人

平成30年8月27日～
平成30年10月19日

平30-30186506850号

042-739-7097

http://www.tamagawa.j
p/university/teacher_e
ducation/training/work
shop.html

6時間

平成30年12月17日～
平成31年2月9日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

300人

平成30年11月5日～
平成30年12月28日

平30-30186506851号

042-739-7097

http://www.tamagawa.j
p/university/teacher_e
ducation/training/work
shop.html

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

小学校・中学校・
高等学校社会科
教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年6月30日

平30-30192504642号

096-382-1141

http://www.utokai.ac.jp/

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校、中学校
および高等学校
全教科教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年6月30日

平30-30192504643号

096-382-1141

http://www.utokai.ac.jp/

山下 雅彦（課程資格教育センター教授）
黒山 竜太（現代教養センター准教授）
熊本県熊本市
ラップ マイケル ジェームズ（国際教育センター
特任講師）

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校全教科教諭向
け

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年6月30日

平30-30192504644号

096-382-1141

http://www.utokai.ac.jp/

長野 克也（農学部教授）
河原崎 達雄（農学部教授）
小野 政輝（農学部教授）
森友 靖生（農学部教授）
伊藤 秀一（農学部教授）

6時間 平成30年8月10日

高等学校農業教
諭、中学校・高等
教諭
栄養教諭 学校理科教諭及
び栄養教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年6月30日

平30-30192504645号

096-382-1141

http://www.utokai.ac.jp/

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30-3019860人
集期間に定員に達しな 506906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

平30-30198506907号

03-3961-5280

http://www.tokyokasei.ac.jp

平30-30198506908号

03-3961-5280

http://www.tokyokasei.ac.jp

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30-3019820人 30年6月13日～19日(募
506909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

平30-30198506910号

03-3961-5280

http://www.tokyokasei.ac.jp

平30-30198506911号

03-3961-5280

http://www.tokyokasei.ac.jp

東海大学

【選択】子どもの心を開く

本講座においては、子どもの発達と心理的変化の関係につい
て、幼児期の母子間の環境、少年、青年期の教育現場における
人間関係と心理発育、ストレスの発生と回避事例を紹介する。こ
のことによって子どもの心を開き快適な教育環境を構築するため
に理解しておくべき課題を遊びの意義にもふれながら解説する。
また最近のグローバル教育の流れを汲んで、英語ゲームを通し
たアイスブレーキングの手法も紹介する。

東海大学

動物を育種改良・繁殖し、生産性が高くなるような環境で飼育し、
加工品として生産し、人の食として提供する事が畜産です。本講
習では、その一つである乳について、生成と泌乳現象を形態学
【選択】「食は命」動物の恵みを考 的な観点から解説します。近年の動物飼育では必須となりつつあ
る、動物の幸せを考える科学である「アニマルウェルフェア」につ
える
いても学び、代表的な畜産加工品の一つであるフレッシュチーズ
の製造を実際に体験していただきます。なおフレッシュチーズの
製造のみ併設の付属熊本星翔高等学校にて行ないます。

【選択】家庭科の授業づくりと教
材化の視点

小・中・高校生が日常生活を振り返り、課題意識を持って学習に
取り組み、生活を改善向上することができる実践的態度を育成す
るための学習内容と方法を学ぶ。今年度は食生活・衣生活・保
育・家族分野から課題にアプローチするとともに、生活を総合的
に捉える題材開発を体験し、家庭科の独自性を活かした授業づく
りへの展望を待つ。いずれの内容も講義と演習から成り、小・中・
高・特別支援学校の男女教員を対象とする。

青木 幸子（短期大学部栄養科教授）
手嶋 尚人（家政学部教授）
加藤 和子（家政学部准教授）
佐藤 吉朗（家政学部教授）
土屋 京子（短期大学部栄養科教授）
平野 順子（短期大学部保育科准教授）
堀 科（家政学部准教授）
山田 民子（家政学部教授）
塚本 美起子（短期大学部保育科准教授）

東京家政大学

【選択】小学校教諭実践講座

小学校の基本的な教科である国語科・算数科を学習指導要領と
の関連をふまえて、理論と実践の両面から学ぶ。また、小学校教
育の大きな 課題となっている英語教育・特別支援教育につい
ても、適切な指導ができるような力をつけることを目ざしたい。具
体的な指導法に力点をおいて、明日の授業に役立つようにした
い。いずれの講師も現場での経験が豊富である。

阿部
家田
大越
酒井
半澤

東京家政大学

「遊びの充実と環境構成」「乳幼児期から幼児期への発達をふま
えた保育」「子どもをとりまく文化の変化と子どもの育ち」「気にな
【選択】保育のリフレッシュとスキ る子への理解と援助」といった幼稚園教育にかかわる基本的な
ル・アップ講座
事項を講義形成で確認すると共に、保育技能のレベルアップと保
育内容の充実を図るために、造形・音楽・演劇の各表現分野より
そのポイントと実践における展開例を演習形式にて学ぶ。

東京家政大学

【選択】素材と立体・平面表現の
応用

東京家政大学

文部科学省学習指導要領や「グローバル化に対応した英語教育
改革実施計画」への理解を深めるとともに、英語教育理論等の最
新情報に触れながら効果的な指導方法を研修する。特に、小学
【選択】最新の英語教育の理論と
校と中学校の英語指導における連携や、中学校・高校での「英語
実践
による英語授業」を研修の中心的なテーマとして設定する。
最終日には研修に基づく実践発表や意見交換を行い、実践と理
論との融合を図り、成果を全員が共有する。

東京家政大学

【選択】情報機器の高度利用

熊本県熊本市

東京都板橋区

18時間

平成30年8月20日～
平成30年8月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
18,500円
支援学校 家庭
科教諭

藤子（家政学部准教授）
晴行（家政学部教授）
和孝（東京家政大学院客員教授）
藤恵（家政学部准教授）
嘉博（家政学部教授)

東京都板橋区

18時間

平成30年8月20日～
平成30年8月22日

教諭

小学校教諭

18,000円

石川 昌紀（東京家政大学短期大学部保育科
講師）
是澤 優子（家政学部准教授）
花輪 充（家政学部教授）
細田 淳子（家政学部教授)
堀 科（家政学部准教授）
森田 浩章（家政学部准教授)
佐藤 暁子(家政学部教授)

東京都板橋区

18時間

平成30年8月20日～
平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

18,000円

東京都板橋区

平成30年8月20日～
18時間
平成30年8月22日

年々多様化している美術表現を様々な手法による作品制作を通
じて修得・理解しようとするものである。主に実習とし、与えられた 高田 三平(家政学部教授）
テーマに沿って作品を制作する。本教科では主に立体表現、平 山藤 仁(家政学部准教授）
面表現を学ぶことで美術表現の可能性を体験する。

太田
小泉
田頭
長沼
授）

洋（人文学部教授）
仁（人文学部教授）
憲二（人文学部准教授）
東京都板橋区
君主（東海大学外国語教育センター准教

総合学習や家庭科においてパソコンなどの情報機器を利用して
授業を行うための上級のスキルを身につけます。フリーソフトによ
る学習支援コンテンツ作成ソフトの紹介の後、Google Appsと
OneDriveを用いていわゆるクラウドコンピューテイングの世界で 松木 孝幸(家政学部教授)
何ができるかを学びます。
また、生徒管理用の簡易データベースAccessに寄る管理の仕方
も学びます。

18時間

東京都板橋区
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平成30年8月20日～
平成30年8月22日

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
20,000円
支援学校 美術
科教諭

教諭

中学校 ・ 高等学
18,000円
校 英語科教諭

教諭

中学校・高等学
校 家庭科・理科
教諭

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
35人
集期間に定員に達しな
かった 講習・欠員が
あった講習のみ追加募
集する)
平成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
60人
集期間に定員に達しな
かった講習・欠員が
あった講習のみ追加募
集する)

平成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
25人
集期間に定員に達しな
かった 講習・欠員が
あった講習のみ追加募
集する)
平成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
10人
集期間に定員に達しな
かった講習・欠員が
あった講習のみ追加募
集する)

電話番号

ＵＲＬ

教諭

【選択】情報リテラシーと情報倫
理

東京家政大学

認定番号

6時間 平成30年8月6日

効果的な講義を行うためには情報リテラシーの知識は必須となっ
ている。また、生徒にコンピュータを操作させながら行う授業も多
くなっている。そこで本講義では最も多用されているともいえる、
木村 達洋（基盤工学部講師）
ワード・エクセル・パワーポイントの使い方について、初歩的な使
鳥居 徹也（基盤工学部特任准教授）
用法から実践的な使用法まで幅広く学ぶ。また、デジタル教材を
使用するにあたり、情報倫理として注意が必要な点についても説
明する。

受講人数

受講者募集期間

受講料

講習の開催地

熊本県熊本市

東海大学

講習の期間

主な受講対象者

担当講師

【選択】異文化理解（アメリカ、中
国、南アジアの食）

東海大学

時間数

対象職種

講習の概要

アメリカではハンバーガーが世界的に食されるまでのグローバル
化の過程を追い、中国では茶との関わりから生まれる特有の生
活様式をその種類と作法の分類から考察し、最後に南アジアの
カレーが世界に広まる過程を夏目漱石の異文化体験を通して考 奥山 甚一（経営学部教授）
察する。最新の文化研究のテーマであるグローバル化とローカル 高田 修平（経営学部特任教授）
化を通した文化変容のダイナミズムを食の世界から考える。この 顧 ウェン（経営学部教授）
講習内容は、社会科の授業において、アメリカ、中国、南アジア
の食を通して、各地域の歴史や文化を深く理解させるのに役立
つ。

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

化学とは様々な物質の構造や性質を探索する学問であり、実験
を通してそれらの理解を深めることができる。本講座では、食品
添加剤の検出をテーマにして実験実習を行い、基礎的な実験技 井上 宮雄(家政学部准教授)
術を習得することを目的とする。また、実験に伴う事故の応急処
置についても講義する。

講習の開催地

東京都板橋区

東京家政大学

【選択】化学ってどんな科学

東京家政大学

小学校理科の学習指導における観察、実験等について、児童の
主体的な学習の展開を目指す上から、興味・関心を高める創意
工夫が求められています。
【選択】小学校理科学習の興味・ 現行学習指導要領に示されているエネルギー、粒子、生命、地球
林 四郎(家政学部准教授)
の各区分について、改訂の趣旨を理解しながら内容を確認しま
関心を高める観察・実験
す。
また、特に現場で実施が困難な観察実験を取り上げ、実技を中
心にしながら児童への効果的な指導法を確認します。

東京家政大学

生徒に関する情報を管理したり、授業を行う上で活用できるパソ
コンのデータ処理について、初歩的な内容を学びます。具体的に
【選択】教育にかかわる情報処理 は、生徒にまつわるデータをパソコンで集計しグラフで見やすく可
平野 真理(人文学部講師)
視化する方法、アンケート調査の基礎とExcelを用いた簡単な統
基礎
計処理、およびPowerpointを用いた教材作成の基礎を学びま
す。

東京都板橋区

東京家政大学

中高理科の生命分野新単元の内容を確認し、特に生物多様性と
保全について、教員が生物学の視点から説明・指導できること及
【選択】中学校高等学校理科の生 び、この分野において生徒に自由研究を指導する力をも養う。生
片田 真一(家政学部講師)
物の多様性を観察する様々な方法を実践し、観察される生物の
命分野新単元
分類と同定法を学ぶ。また個々の種の関連性の考察を通して、
生態系を理解させる手法を確認する。

東京家政大学

体つくり運動は特定の運動様式が定まっていないため教員の教
材研究や工夫が必要となります。そこで、その一助となるように｢
Gymnastik」｢レクゲーム(アイスブレイク)｣などをとりあげたくさん
【選択】レクリエーションと体つくり
木村 博人(家政学部教授)
の具体的運動事例を紹介したい。
運動
また、様々な｢レクリエーション｣は移動教室や学級活動の時のプ
ログラムとしてとりあげることができますので、体育ばかりではな
く特別活動へも応用してください。

学童期から思春期は、大人になっていくことに対する理想と現実
のギャップに悩みながら 精神的、身体的に大きく成長する人生
の重要な時期です。本講習では、近年学校でみられる子どもの
東京女子医科大 【選択】子どものメンタルヘルス支
心の諸問題（発達障害、ひきこもり、自殺など）に焦点を当てなが
学
援と介入技術
ら、子どものメンタルヘルス支援と介入技術について学習し、心
の発達を支援する教員の役割・基本的姿勢について理解を深め
ていきます。

田中 美恵子（看護学部教授）
小川 久貴子（看護学部教授）
小山 達也（看護学部講師）
異儀田 はづき（看護学部助教）
飯塚 あつ子（看護学部助教）
濱田 由紀（看護学部兼任講師）
嵐 弘美 (看護学部兼担講師）

慢性疾患のある児童や生徒にとって、1日の大半を過ごす学校生
活が安全で快適であるためには、周囲の人々が疾患を正しく理
伊藤
解し、適切に関わることが不可欠です。本講習では、慢性疾患の
東京女子医科大 【選択】慢性疾患のある子どもの
千葉
中でもアレルギー性疾患やけいれん性疾患などについて学びま
学
理解と支援
奥野
す。さらに、子どもや家族の、病気と共に生きていくうえでの体験
青木
や医療と教育現場との連携について、主に養護教諭の視点から
理解を深めていきます。

進（医学部助教）
幸英（医学部助教）
順子（看護学部講師）
雅子（武蔵野大学 看護学部准教授）

学校における不慮の事故や、麻疹やインフルエンザの大流行な
ど、学校内の救急対応と感染症対策は大きな課題となっておりま
す。本講習では、学校安全や危機管理の立場から、子どもや教
東京女子医科大
久保田 英（医学部准講師）
【選択】子どもの救急と危機管理 職員の救急に対して、生命に関わる症状に対する基本的な救急
学
大友 陽子（看護学部兼担講師）
処置(特に心肺蘇生）の考え方と方法を学びます。さらに、集団感
染を防止するための日常の感染対策と、集団感染発生時の対応
について講義と実習を交えて理解を深めます。

東京理科大学

時間数

講習の期間

6時間 平成30年8月20日

東京都板橋区

教諭

主な受講対象者

中学校・高等学
校 理科教諭

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

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30-3019820人 30年6月13日～19日(募
506912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

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30-3019820人
集期間に定員に達しな 506913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

平30-30198506914号

03-3961-5280

http://www.tokyokasei.ac.jp

平30-30198506915号

03-3961-5280

http://www.tokyokasei.ac.jp

平30-30198506916号

03-3961-5280

http://www.tokyokasei.ac.jp

教諭

小学校教諭

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

東京都板橋区

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校 理科教諭

6,000円

東京都板橋区

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭

6,500円

東京都新宿区

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

10,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月16日

平30-30206506437号

03-33538111(42150)

http://www.twmu.ac.jp/

東京都新宿区

6時間 平成30年8月2日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

10,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月16日

平30-30206506438号

03-33538111(42150)

http://www.twmu.ac.jp/

東京都新宿区

6時間 平成30年8月3日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

10,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年7月16日

平30-30206506439号

03-33538111(42150)

http://www.twmu.ac.jp/

中学校・高等学
23,000円
校数学教諭向け

80人

平成30年5月7日～
平成30年5月16日

平30-30217505024号

03-5228-8717

http://www.tus.ac.jp/

清水 克彦（理学部第一部数学科教授）
加藤 圭一（理学部第一部数学科教授）
眞田 克典（理学部第一部数学科教授）
宮島 静雄（理学部第一部数学科嘱託教授）
木田 雅成（理学部第一部数学科教授）
佐古 彰史（理学部第二部数学科准教授）
伊藤 弘道（理学部第二部数学科講師）
中学、高校の数学科の先生を対象に「数学の歴史的な流れや教
池田 文男（理学部第二部数学科嘱託教授）
材の数学的な背景」、「体験を中心とした新しい数学の流れ」、
秋山 仁（教育支援機構理数教育研究センター
「マルチメディアな数学・数学活用の興隆」の主に3つのテーマを
【選択】数学教育リフレッシュ講座
嘱託教授）
東京都新宿区
用いて数学について紹介・解説を行うリフレッシュ講座である。ま
高橋 伯也（教育支援機構教職教育センター特
た、数学の体験的な教材キットを使用し、簡易授業プランを作成・
任教授）
発表するなどの体験型講義を行う。
竹村 精治（教育支援機構教職教育センター特
任教授）
田中 均（教育支援機構教職教育センター特任
教授）
長岡 亮介（学習院大学非常勤講師）
根上 生也（横浜国立大学大学院環境情報研
究院教授）

6時間 平成30年8月21日

対象職種

18時間

182 / 271 ページ

平成30年7月25日～
平成30年7月27日

教諭

平成30年4月16日～
平成30年4月23日
【追加募集期間】平成
20人 30年6月13日～19日(募
集期間に定員に達しな
かった講習・欠員が
あった講習のみ追加募
平成30年4月16日～
平成30年4月23日
【追加募集期間】平成
20人 30年6月13日～19日(募
集期間に定員に達しな
かった講習・欠員が
あった講習のみ追加募
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
30人
集期間に定員に達しな
かった 講習・欠員が
あった講習のみ追加募
集する)

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

【選択】理工系キャリアを目指す
高校生のためのロボコンを体験
する講座

本講義は、「先生もロボコンしよう」と題して、普通教科「情報」なら
びに高校生の理工系キャリア開発の授業作りを体験するもので
ある。生徒の立場に戻って、ロボコンを再体験するリフレッシュ講
義である。この講義では、マイクロソフトとベネッセが開発した四
清水 克彦（理学部第一部数学科教授）
足歩行「ロボコン」に生徒として参加し、ロボット作り、プログラム
の作成、ロボコンの開催を行う。ロボコンにはグループで参加し、
順位を競うことになる。プロジェクト型の授業開発を理解するため
の講義となることを目的としている。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

東京都新宿区

18時間

平成30年8月6日～
平成30年8月8日

教諭

中学校・高等学
校技術科・情報
38,000円
科・数学・理科教
諭向け

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月16日

平30-30217505025号

03-5228-8717

http://www.tus.ac.jp/

【選択】理科授業の達人への道
（高等学校物理）

高等学校物理の学習は、物理基礎と物理という2つの科目で構
成されている。
2単位の物理基礎ではより多くの高校生に物理の学習を履修して
もらうことが、4単位の物理ではより深く物理を学んでもらうことが
重要である。物理の学習内容では高度な内容もあるため、指導
の方法も一筋縄にいかないものである。本講習では、学習者の
認知面での支援を充実した教授法およびアクティブラーニングの
方法の体得を目的とする。

藤嶋 昭（東京理科大学学長）
川村 康文（理学部第一部物理学科教授）
五十嵐 靖則（理学部第二部教養非常勤講師）
北原 和夫（科学教育研究科科学教育専攻嘱 東京都新宿区
託教授）
渡辺 雄貴（東京工業大学教育革新センター准
教授）

18時間

平成30年8月1日～
平成30年8月3日

教諭

高等学校理科教
24,850円
諭（物理）向け

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月16日

平30-30217505026号

03-5228-8717

http://www.tus.ac.jp/

【選択】理科授業の達人への道
（高等学校化学）

現在の高等学校化学のカリキュラムは、理論よりも現象を重視し
た結果、高校生に”化学は暗記科目”というイメージを強く植え付
けている。本講座の講義では、特に無機化学と有機化学の分野
で、「なぜそうなるのか？」という高校生の疑問に答える手がかり
を提供することに主眼を置いた内容を準備している。また実験で
は、当研究室で開発された新しい有機化学実験と”グリーンケミ
ストリー”の概念に基づくマイクロスケール実験の内容を含む無
機化学分野の講習を準備している。

藤嶋 昭（東京理科大学学長）
井上 正之（理学部第一部化学科教授）
五十嵐 靖則（理学部第二部教養非常勤講師）
北原 和夫（科学教育研究科科学教育専攻嘱 東京都新宿区
託教授）
渡辺 雄貴（東京工業大学教育革新センター准
教授）

18時間

平成30年8月1日～
平成30年8月3日

教諭

高等学校理科教
25,150円
諭（化学）向け

20人

平成30年5月7日～
平成30年5月16日

平30-30217505027号

03-5228-8717

http://www.tus.ac.jp/

【選択】理科授業の達人への道
（高等学校生物）

近年は、生命科学研究の進展が著しい。それらをわかりやすく伝
えるのは、容易な事ではない。そこでまず、高校生物の内容に関
わる生命科学研究の最先端について講義する。実験技法につい
ても、特に分子生物学に関わるものを中心にキット化され簡便な
ものになりつつある。そのなかには教育現場への導入が可能な
ものも少なくないので、遺伝子を取り扱う実習を現場でどのように
導入しているのか、実例を紹介し、実習を行う。また、現行の学習
指導要領に対応した、東京理科大学で開発中の新しい生物教材
に関する実習も行う。

藤嶋 昭（東京理科大学学長）
太田 尚孝（理学部第一部教養学科教授）
武村 政春（理学部第一部教養学科教授）
五十嵐 靖則（理学部第二部教養非常勤講師）
東京都新宿区
北原 和夫（科学教育研究科科学教育専攻嘱
託教授）
渡辺 雄貴（東京工業大学教育革新センター准
教授）

18時間

平成30年8月1日～
平成30年8月3日

教諭

高等学校理科教
33,150円
諭（生物）向け

20人

平成30年5月7日～
平成30年5月16日

平30-30217505028号

03-5228-8717

http://www.tus.ac.jp/

東京理科大学

【選択】理科授業の達人への道
（高等学校地学）

天文分野のみならず、地震、火山、地球温暖化、猛暑、ゲリラ豪
雨、台風など、身近な関心の高い問題が多い分野であるにも関
わらず、受験科目としての位置づけが低いことから、高等学校に
おいて教える機会が少ない。高等学校地学の普及の一助のため
に、わかりやすく楽しい授業、実験を紹介する。また、中学校理科
の発展的内容としての位置づけも可能である。

藤嶋 昭（東京理科大学学長）
三浦 和彦（理学部第一部物理学科教授）
松下 恭子（理学部第一部物理学科教授）
根本 泰雄（桜美林大学准教授）
五十嵐 靖則（理学部第二部教養非常勤講師）
東京都新宿区
永野 勝裕（理工学部教養講師）
北原 和夫（科学教育研究科科学教育専攻嘱
託教授）
渡辺 雄貴（東京工業大学教育革新センター准
教授）

18時間

平成30年8月1日～
平成30年8月3日

教諭

高等学校理科教
22,450円
諭（地学）向け

20人

平成30年5月7日～
平成30年5月16日

平30-30217505029号

03-5228-8717

http://www.tus.ac.jp/

東京理科大学

藤嶋 昭（東京理科大学学長）
並木 正（教育支援機構教職教育センター特任
教授）
榎本 成己（教育支援機構教職教育センター特
任教授）
菅井 悟（教育支援機構教職教育センター特任
これからの科学教育の方向を整理するとともに、小・中・高等学
教授）
【選択】理科授業の達人への道 校の接続を視野に入れた多くの実験を行い、実験時での安全指
長谷川 純一（理学部第一部教養学科非常勤 東京都新宿区
（中学校理科・小学校理科専科） 導や電子顕微鏡、偏光顕微鏡など高度機器の使用法を研修し、
講師）
授業で活用できる教材を開発していく。
松原 秀成（理学部第二部教養非常勤講師）
五十嵐 靖則（理学部第二部教養非常勤講師）
北原 和夫（科学教育研究科科学教育専攻嘱
託教授）
渡辺 雄貴（東京工業大学教育革新センター准
教授）

18時間

平成30年8月1日～
平成30年8月3日

教諭

中学校理科教
諭・小学校理科
専科教員向け

27,000円

20人

平成30年5月7日～
平成30年5月16日

平30-30217505030号

03-5228-8717

http://www.tus.ac.jp/

東邦大学

伊豆諸島の生物を対象にしたフィールドワークを行い、身近な
【選択】フィールドワークを通して 島々において島の生物の具体的な進化が観察できることを学
学ぶ島の生物の生態と進化ー伊 ぶ。形態計測や行動観察で得られたデータを解析して地理的変 長谷川 雅美（理学部教授）
豆諸島を中心にー
異の実態を把握し、野外調査で進化を学ぶ教材の開発につなげ
る。

18時間

平成30年7月20日～
平成30年7月24日

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科）

#######

10人

平成30年4月20日～
平成30年6月8日

平30-30218506517号

047-472-7260

http://www.lab.tohou.ac.jp/sci/teaching_ce
rup/

教諭

中学校・高等学
校教諭（数学科・
情報科）

6,000円

10人

平成30年4月20日～
平成30年6月8日

平30-30218506518号

047-472-7260

http://www.lab.tohou.ac.jp/sci/teaching_ce
rup/

東京理科大学

東京理科大学

東京理科大学

東京理科大学

東邦大学

【選択】ゾムツールによる幾何学
の実践と最適化理論

ゾムツールとは、さまざまな立体模型を作成するための教育用玩
具である。本講習では主に、ゾムツールを利用し、様々な平面図
形、正多面体を始めとした３次元図形、さらには４次元図形の作
成を行う。作成実習のみならず、オイラーの定理を始めとした、幾
並木 誠（理学部准教授）
何学の数学的な性質についても学習する。多面体の展開図に関
する未解決問題、数理最適化理論との関わりなどについても広く
学習する。そしてその経験を通して、数学、主に幾何学の楽しさを
再認識し、教育の現場に役立てていただく。

東京都神津
村・大島町・三
宅村

千葉県船橋市
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6時間 平成30年8月2日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

体質の個人差を遺伝子から調べる遺伝子診断の基礎を学び実
践します。微量な生体試料からDNAを抽出し、PCR法でアルコー
【選択】お酒の感受性を遺伝子で
ル脱水素酵素1B遺伝子とアルデヒド脱水素酵素２遺伝子を増幅
佐藤 浩之（理学部教授）
調べようー遺伝子多型分析の基
し、制限酵素で切断して断片長多型を電気泳動で分析します。い
礎ー
ずれもアルコール代謝経路の酵素遺伝子であり、参加者の遺伝
的な飲酒感受性がわかります。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

千葉県船橋市

6時間 平成30年8月17日

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円

36人

平成30年4月20日～
平成30年6月8日

平30-30218506519号

047-472-7260

http://www.lab.tohou.ac.jp/sci/teaching_ce
rup/

植物の葉から、光合成色素を分離し、光化学的性質について調
べる。分離には薄層クロマトグラフィーを用い、吸光分光光度計
及び蛍光分光光度計を用いて、各色素のスペクトルを測定する。 齋藤 敦子（理学部准教授）
また、パスツールピペットを用いた簡易カラムの作製と、それを用
いた色素の分離法について考える。

千葉県船橋市

6時間 平成30年8月18日

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円

24人

平成30年4月20日～
平成30年6月8日

平30-30218506520号

047-472-7260

http://www.lab.tohou.ac.jp/sci/teaching_ce
rup/

【選択】教育相談、学級経営に活
かすカウンセリング～生徒理解
のポイントとストレスマネージメン
トの方法を学ぶ～

一日目は、ＮＬＰ（神経言語プログラミング）の概論を学び、教師
自身の自己理解の深化（行動特徴の理解等）と生徒理解（アセス
メント含む）の仕方のコツを修得する。二日目は、日頃の教育相
新保 幸洋（理学部教授）
談に活かせる事例研究。アセスメントシートの活用やインシデント
石川 悦子（理学部非常勤講師）
プロセス法など、手軽にできる事例検討法を学ぶ。三日目は、ス
浅海 敬子（理学部非常勤講師）
トレスマネージメントの理論と方法について学び、教育現場での
活用を目指す。三日間とも、内容的には独立したものになってい
る。

千葉県船橋市

小・中・高校の教
諭（全教科）、養
18,000円
護教諭、特別支
援教諭

25人

平成30年4月20日～
平成30年6月8日

平30-30218506521号

047-472-7260

http://www.lab.tohou.ac.jp/sci/teaching_ce
rup/

【選択】生物・化学発光の基礎と
応用

「発光」現象は目で簡単に確認でき、しかも綺麗なので子供でも
楽しむことができる。本講習では、ホタルの体内で起こっている化
学反応を中心に発光現象の仕組みについて解説する。また、実
際にホタルから酵素を取りだし、試験管内でホタルの生物発光を 齋藤 良太（理学部教授）
再現する実験も行う。化学薬品を用いた人工的な化学発光実験
や、血痕検出のモデル実験も予定している。生物・化学発光がど
のように応用されているのかについても解説する。

千葉県船橋市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科）

8,000円

20人

平成30年4月20日～
平成30年6月8日

平30-30218506522号

047-472-7260

http://www.lab.tohou.ac.jp/sci/teaching_ce
rup/

【選択】身近で身に付く物理学

講義「身近で身に付く物理学」（3時間）では、「物理学とはどんな
学問なのか」を、物理学の歴史を概観しながら身近な現象の中か
らテーマを見つけて学ぶ。
後半では、「身近な物理現象を学ぼう」と題して、音や光をテーマ
箕輪 達哉（理学部准教授）
とした体験実験を行い、さらに偏光を利用した万華鏡を作成す
る。これにより、液晶テレビやプロジェクターに応用されている偏
光技術に関する理解を深め、生徒と共に行う実験として実際の授
業での取り入れ方を考える。

千葉県船橋市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円

12人

平成30年4月20日～
平成30年6月8日

平30-30218506523号

047-472-7260

http://www.lab.tohou.ac.jp/sci/teaching_ce
rup/

東邦大学

【選択】光と色を分ける化学

光や色の変化を目で見て直接確認できる実験は、子どもや初学
者にとってもわかりやすい演示であると考えられる。本講習では、
光の三原色と色の三原色を中心とした光学現象と、化学物質の
発光や着色の関係について解説する。また、ペーパークロマトグ 森田 耕太郎（理学部講師）
ラフィーによる色素の分離実験を題材にして、ドラッグストアや
ホームセンターで入手可能な器具類の化学実験への利用に関す
る実習を行う。

千葉県船橋市

6時間 平成30年8月28日

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円

20人

平成30年4月20日～
平成30年6月8日

平30-30218506524号

047-472-7260

http://www.lab.tohou.ac.jp/sci/teaching_ce
rup/

二松学舎大学

望ましい集団活動等を通して豊かな学校生活を築き、よりよい人
間関係を築く力の育成などに係る指導力の向上を図る。あわせ
て、生徒指導の基盤となる課題として社会の変化と子どもの貧
【選択】現代における生徒育成上 困、進路指導上の課題としてキャリア教育の推進と高大接続シス
の課題
テムを取り上げ、その背景と要因を考察する。
なお、本学の選択講習は8月8日～8月10日の3日間（18時間）
セット受講（8月10日は「【選択】古典の教材と指導法」または「【選
択】書道の教材と指導法」のいずれか選択）である。

東京都千代田
区

6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭、
高等学校芸術科
書道教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30222504657号

03-3261-1375

http://www.nishogakus
ha-u.ac.jp/

【選択】現代文の教材と指導法

中学校・高等学校の国語を指導する上で留意すべきポイントにつ
いて講義する。日本近現代の小説や詩等について、実際に作品
を取り上げて指導上の問題点等を解説し、受講者が日々の指導
山口 直孝（文学部教授）
に活かせる内容とする。
荒井 裕樹（文学部専任講師）
なお、本学の選択講習は8月8日～8月10日の3日間（18時間）
セット受講（8月10日は「【選択】古典の教材と指導法」または「【選
択】書道の教材と指導法」のいずれか選択）である。

東京都千代田
区

6時間 平成30年8月9日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭、
高等学校芸術科
書道教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30222504658号

03-3261-1375

http://www.nishogakus
ha-u.ac.jp/

【選択】古典の教材と指導法

本講座は古典の講座として、古文 3時間、漢文 3時間の計 6時間
で実施する。
古文講座では、物語や随筆・説話等代表的な作品を取り上げて、
基礎的な指導方法を再確認することを目的とする。
漢文講座では、思想と史伝に分けて講義し、古典教養を深めるこ
とを目的とする。
なお、本学の選択講習は8月8日～8月10日の3日間（18時間）
セット受講（8月10日は本講習または「【選択】書道の教材と指導
法」のいずれか選択）である。

磯 水絵（文学部教授）
山崎 正伸（文学部教授）
市來 津由彦（文学部特別招聘教授）
伊藤 晋太郎（文学部准教授）

東京都千代田
区

6時間 平成30年8月10日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30222504659号

03-3261-1375

http://www.nishogakus
ha-u.ac.jp/

二松学舎大学

【選択】書道の教材と指導法

高等学校芸術科書道の指導に必要な基礎的な知識、技術を再
確認する。
内容は、仮名、漢字仮名交じり、草書、楷書、行書、隷書の書の
実技指導を含め、指導上の工夫やポイントについて解説する。
なお、本学の選択講習は8月8日～8月10日の3日間（18時間）
セット受講（8月10日は本講習または「【選択】古典の教材と指導
法」のいずれか選択）である。

髙澤 浩一（文学部教授）
福島 一浩（文学部特別招聘教授）

東京都千代田
区

6時間 平成30年8月10日

教諭

高等学校芸術科
書道教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30222504660号

03-3261-1375

http://www.nishogakus
ha-u.ac.jp/

日本女子大学

山本 佐江（帝京平成大学現代ライフ学部准教
受講者は、①通常学級における発達障害（LD、ADHDなど）と、②
【選択】子どもの理解と支援の実
授）
児童へのカウンセリング的な関わり（カウンセリング・マインド）に
東京都文京区
際Ａ
大山 智子（帝京科学大学教育人間科学部専
ついて学ぶことを通して、児童理解と支援のあり方を省察する。
任講師）

6時間 平成30年8月16日

教諭

小学校教諭

6,000円

45人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30228506525号

03-5981-3777

http://www.jwu.ac.jp

東邦大学

東邦大学

東邦大学

東邦大学

東邦大学

二松学舎大学

二松学舎大学

【選択】光合成色素の分離分析

若井田 正文（教職支援センター特別招聘教
授）
田村 幸子（教職支援センター特別招聘教授）
改田 明子（文学部教授）
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）

18時間
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平成30年8月18日～
平成30年8月20日

教諭
養護教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月16日

教諭

中・高等学校教
諭

6,000円

45人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30228506526号

03-5981-3777

http://www.jwu.ac.jp

東京都文京区

6時間 平成30年8月17日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

45人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30228506527号

03-5981-3777

http://www.jwu.ac.jp

日本女子大学

日本女子大学

【選択】事例で学ぶ、いじめ、体
罰、学校事故

日本女子大学

新学習指導要領における新教科（道徳、英語）のねらいと内容に
【選択】新学習指導要領への対応
稲葉 秀哉（家政学部特任教授）
ついて理解を深めるとともに、それらの授業づくりの方法につい
（道徳、英語）
宇津木 孝充（人間社会学部非常勤講師）
て具体的事例をふまえて考察する。

東京都文京区

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校教諭

6,000円

45人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30228506528号

03-5981-3777

http://www.jwu.ac.jp

日本女子大学

本講習では、児童虐待、不登校問題、情報管理等、複雑化する
【選択】児童・生徒指導の今日的 指導上の課題について、現状や制度の変化を踏まえた対応につ
坂田 仰（教職教育開発センター教授）
いて学ぶ。弁護士等の専門家をゲストスピーカーとして招聘し、
課題
外部連携の視点も交える予定である。

東京都文京区

6時間 平成30年8月18日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

45人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30228506529号

03-5981-3777

http://www.jwu.ac.jp

日本女子大学

青少年のネット事情やネットトラブルを踏まえた情報モラル教育、 戸部 範一（新宿区立教育センター教育相談室
【選択】学級経営における今日的 生徒の主体的な成長・発達を支援していくための生徒指導等、学 相談員）
東京都文京区
級経営において避けては通れない今日的課題について考察す 並木 正（東京理科大学教育支援機構教職教
課題
育センター特認教授）
る。

6時間 平成30年8月18日

教諭

中・高等学校教
諭

6,000円

45人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30228506530号

03-5981-3777

http://www.jwu.ac.jp

日本体育大学

荒木 達雄（スポーツ文化学部教授）
入江 一憲（体育学部教授）
荻 浩三（体育学部教授）
笠井 里津子（児童スポーツ教育学部教授）
梶 規子（体育学部准教授）
小泉 和史（体育学部准教授）
教育現場での課題を踏まえた上で、指導者として備えるべき技術 小嶋 新太（保健医療学部准教授）
の習得とともに、授業の導入や展開方法について、球技・ダンス・ 近藤 智靖（児童スポーツ教育学部教授）
体つくり運動や武道等の講座を開設し、より効果的な実践的指導 新里 知佳野（スポーツ文化学部助教）
鈴木 健介（保健医療学部助教）
【選択】保健体育科の知識と指導 法を学ぶ。
また、体育活動に起因する事故防止に関する理解を深め、実践 田辺 勝（体育学部准教授）
法
に役立つ技術の習得並びに安全で効率的な指導の在り方を学 津田 博子（スポーツ文化学部教授）
中瀬 卓也（体育学部助教）
び、実践的な指導力の向上を図る。
南部 さおり（スポーツ文化学部准教授）
なお、開講科目から18時間分を選択し、実施するものとする。
根本 研（体育学部准教授）
畠田 好章（体育学部教授）
本間 啓二（体育学部教授）
松平 昭二（体育学部准教授）
八木沢 誠（スポーツ文化学部教授）
山本 健之（体育学部准教授）

日本体育大学

子どもの健康に関する今日的課題、学校教育におけるメンタルヘ
ルス、ヘルスプロモーション、スクールカウンセリング、学校臨床
問題と保護者への支援の在り方、慢性疾患のある子どもの理解
【選択】養護教諭の研究と支援法 と支援の在り方、救急措置等を通して実践的な指導力の向上を
図る。
また、子ども達の心身の発達や障害に対する最新の情報や理論
等を提供して実践的な指導力の向上を図る。

明星大学

【選択】子どもを元気にするス
ポーツと食育の実践

現代の生活の利便性や飽食は、子どもの生活習慣病などの様々
な健康問題を引き起こしている。また、偏食や朝食欠食等の食生
活の乱れが、学力低下を引き起こす一因であることも指摘されて
笹原 千穂子（教育学部准教授）
いる。本講座では、児童・生徒の食生活や身体活動量の実態を
把握した上で、健康的な生活改善へ向けてのアプローチを講義
や討議を通して検討する。

東京都日野市

明星大学

【選択】健康で活動的な子どもを
育むために

本講座は、幼稚園における運動遊びや小学校の体育、家庭や地
域におけるスポーツ実践について、体力科学の視点から考えるも
のである。現代の子どもに関する健康・体力の諸問題の中から、
①子どもの健康・体力、②身体の発育発達、③子どもの身体活 村岡 慈歩（教育学部 教授）
動量、④子どものうちに身につけたい動き、という４つのテーマを
選び、それらについての理解を通して、健康で活動的な子どもを
育むことの重要性とその手だてについて考えていく。

明星大学

子どもが変わり､親が変わった｡学校を取り巻く環境や状況の変
化は大きくそして著しい｡多くの教師は保護者との対応や連携の
あり方など児童生徒指導上の様々な対応に苦慮している｡この講
【選択】「保護者対応」の望ましい
座では､保護者対応等の喫緊の課題を取り上げる中で､これから 佐藤 裕之（教育学部特任教授）
在り方を考えるA
の児童生徒指導のあり方､保護者との望ましい対応や連携のあ
り方等について具体的事例をもとに､受講者相互の情報交換や
討議､講義等を通して考えていきたい。

明星大学

【選択】子どもの育ちを支援する
教育相談の考え方・進め方A

明星大学

本年４月から「特別の教科 道徳」（道徳科）が全面実施され、各
学校では道徳科の特質を生かした学習指導の改善充実に取り組
まれている。学校における道徳教育及び道徳科の内容について
【選択】「特別の教科 道徳」の理 一層の理解を深め、「考え、議論する道徳」の実現、すなわち、
小林 幹夫（教育学部特任教授）
解と授業づくり
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業構想と多様な
指導の展開について考える。
併せて、道徳科の評価の意義や基本的な態度についても理解
を深め、指導と評価の一体化を図る。

本講習では、いじめ、体罰、学校事故など、多様化する学校教育
紛争について、具体的な事例を通して学ぶ。問題に直面した時
に、教員に求められる知識・技能等を、講義と演習を混ぜなが
ら、理解を深めていく予定である。

坂田 仰（教職教育開発センター教授）
黒川 雅子（淑徳大学総合福祉学部教授）
山田 知代（帝京科学大学教育人間科学部専
任講師）

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

山本 佐江（帝京平成大学現代ライフ学部准教
授）
東京都文京区
大山 智子（帝京科学大学教育人間科学部専
任講師）

受講人数

受講者募集期間

対象職種

講習の開催地

受講者は、①通常学級における特別支援教育と、②思春期特有
【選択】子どもの理解と支援の実 の悩みや進路問題を抱える生徒へのカウンセリング的な関わり
際Ｂ
について学ぶことを通して、生徒理解と支援のあり方を省察す
る。

宇部
木村
小林
鈴木
田中
成田
野井

弘子（児童スポーツ教育学部准教授）
直人（保健医療学部教授）
正利（体育学部教授）
健介（保健医療学部助教）
信行（体育学部教授）
和穂（保健医療学部教授）
真吾（体育学部教授）

第一に、教育相談の現状からその今日的意義を理解し、児童生
徒の理解と支援に必要となる教育相談の基本的事項と、相談の
組み立てや実践の理論を学び取ります。第二に、不登校・いじめ 福田 憲明（心理学部教授）
と言った教育相談の対象となる諸問題を各論で扱い、相談技術
の実践力を習得します。

神奈川県横浜
市

18時間

平成30年8月19日～
平成30年8月21日

教諭

中学校（保健体
育）、高等学校
（保健体育）

18,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年4月27日

平30-30231506298号

045-479-7355

http://www.nittai.ac.jp/
career/teachers_licens
e/index.html

神奈川県横浜
市

18時間

平成30年8月19日～
平成30年8月21日

養護教諭

養護教諭

18,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月27日

平30-30231506299号

045-479-7355

http://www.nittai.ac.jp/
career/teachers_licens
e/index.html

6時間 平成30年7月31日

教諭
栄養教諭

小学校教諭・中
学校教諭（保健
体育）・栄養教諭

7,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506240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

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

7,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506241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2日

教諭

小学校教諭

7,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506242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3日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭

7,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506243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7日

教諭

小学校教諭

7,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506244号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

「理科離れ・学力低下」が叫ばれている。根本的解決のためには
児童・生徒に科学を学ぶことの有効性と楽しさを体験させたい。
小原 茂巳（教育学部常勤教授）
「楽しい科学の授業」を創造するための考え方とその処方箋を実
験・事例研究等を通して示す。理科苦手の先生も歓迎！

明星大学

【選択】子どもたちと教師が共に
ワクワクできる
「理科の授業」の創造A

明星大学

今日、教育現場では、教員による情報活用能力が不可欠となっ
ています。そこで、本講習の前半では講義として、インターネット
社会で必要な情報モラルとしてのルールとマナーやサイバー犯
【選択】初心者のための情報リテ
罪等を学び、後半では演習として、教育現場で活用できる成績管 榎本 立雄（教育学部教授）
ラシーA
理表を題材に、表計算ソフトの基礎を学びます。本講習では、パ
ソコンの初心者(文書入力の経験がある者）の方を対象としてい
ます。

明星大学

【選択】保育の中のコミュニケー
ションと子育ち・子育て

明星大学

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

東京都日野市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭

7,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506245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9日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭

7,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506246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9日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

7,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506247号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

歴史学習では、生徒に知識を与える系統主義的な学習と、児童・
生徒に考えさせる問題解決的な学習のバランスをとる必要があ
【選択】社会史研究の成果を生か
る。調べて発表する学習は、そのためには有効な学習方法であ 小林 一岳（全学共通教育教授）
した歴史学習の試み
る。この講座では、日本中世の社会史研究の成果を生かした歴
史学習について、実際に演習を行いながら考える。

東京都日野市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭(社会)・
高等学校教諭
（地理歴史）

7,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506248号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

本講座は、体育・保健体育科に関する現行学習指導要領の成果
と課題を整理し、新学習指導要領で育成を目指す資質・能力を踏
まえ、体育・保健体育科の教科目標や今後の体育科教育の方向
【選択】心と体をはぐくむ体育・保
性などについて理解を深めるとともに、豊かな心とたくましく生き 倉田 朋保（教育学部特任教授）
健体育科教育
るための健康や体力などを高める授業改善の在り方や体育・保
健体育科を取り巻く教育課題に対応できる実践的な指導力の向
上を目指して開講する。

東京都日野市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（保健
体育）高等学校
教諭(保健体育)

7,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506249号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

【選択】子どもたちと教師が共に
ワクワクできる
「理科の授業」の創造B

「理科離れ・学力低下」が叫ばれている。根本的解決のためには
児童・生徒に科学を学ぶことの有効性と楽しさを体験させたい。
山路 敏英（教育学部非常勤講師）
「楽しい科学の授業」を創造するための考え方とその処方箋を実
験・事例研究等を通して示す。理科苦手の先生も歓迎！

東京都日野市

6時間 平成30年8月16日

教諭

小学校教諭

7,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506250号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

【選択】小学校書写（毛筆）授業
の改善

小学生が手書き文字に興味を持ち、書写に楽しく取り組めるよう
にするための授業構想を考える。小学校の毛筆入門期の基本的 菅野 秀二（教育学部特任教授）
なことを取り上げる。

東京都日野市

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校教諭

7,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506251号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

【選択】小学校外国語活動入門
～中学校英語が楽しくなるよう
な小中連携を目指して～A

現行の小学校外国語活動指導要領を尊重した上で、その指導を
中学校で生かし中学校英語につなげるものとするために小学校
でどのように指導をしていけばよいのか、その授業内容と組み立
てについて考える。講義では現在の状況を確認した上で、小学校
伊藤 摂子（教育学部非常勤講師、東洋大学文
外国語活動における基礎的な理論や指導法を紹介し、英単語や
東京都日野市
学部助教）
英文を扱う際の注意点の確認、発音の確認や演習を行う。また、
外国語活動の指導において注意すべき点を紹介し、小学生の児
童が楽しい中にもしっかりと学びがある外国語活動について考察
する。

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭(英語)

7,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506252号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

体育でも音楽でも美術でも、そして英語でも、技能の指導法とは、
指導者自身がその技能を体得していることが大前提となるが、英
語の聴解・音読指導においては、その前提を無視した指導がなさ
れていることがある。本講座では、聴解・音読指導の前提となる
【選択】≪速修≫英語の聴解・音
技能を演習形式で体験し、それに基づき、効果的な指導法を考 笠原 順路（教育学部教授）
読の極意
えます。なお、講座の内容は、イギリス英語で録音された教材を
用い、概ね英検２級のレベルの方を対象とします。また、演習は
Windows PC上で行い、修了認定試験はWordによる文書作成とな
ります。

東京都日野市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校教諭(英
語)・高等学校教
諭（英語）

7,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506253号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

今日、教育現場では、教員による情報活用能力が不可欠となっ
ています。そこで、本講習の前半では講義として、インターネット
社会で必要な情報モラルとしてのルールとマナーやサイバー犯
【選択】初心者のための情報リテ
罪等を学び、後半では演習として、教育現場で活用できる成績管 榎本 立雄（教育学部教授）
ラシーB
理表を題材に、表計算ソフトの基礎を学びます。本講習では、パ
ソコンの初心者(文書入力の経験がある者）の方を対象としてい
ます。

東京都日野市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭

7,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506254号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

子どもが変わり､親が変わった｡学校を取り巻く環境や状況の変
化は大きくそして著しい｡多くの教師は保護者との対応や連携の
あり方など児童生徒指導上の様々な対応に苦慮している｡この講
【選択】「保護者対応」の望ましい
座では､保護者対応等の喫緊の課題を取り上げる中で､これから 佐藤 裕之（教育学部特任教授）
在り方を考えるB
の児童生徒指導のあり方､保護者との望ましい対応や連携のあ
り方等について具体的事例をもとに､受講者相互の情報交換や
討議､講義等を通して考えていきたい。

東京都日野市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭

7,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506255号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

この講座では幼児期の造形表現の発達や特性を理解した上で、
幼児期に適した指導の在り方について学びます。また、現場での
【選択】幼児の造形表現の発達と
造形の指導に役立つ最新の素材の紹介や、今までにない楽しい 柿田 比佐子（教育学部客員准教授）
具体的な指導について
造形的な製作も紹介します。すぐに現場に役立つ内容となってい
ます。

東京都日野市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248506256号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

保育の現状と幼稚園教育要領・保育所保育指針の内容を押さえ
ながら世界で進められている乳幼児保育改革に触れ、日本の保
育の課題について考える。更に乳幼児の自我と社会性の発達過
赤沼 陽子（教育学部非常勤講師）
程を学習しコミュニケーションを育てる保育のあり方を学ぶ。ま
た、特別な支援を必要としている子どもの保育と保護者との連携
についても考える。
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年12月19日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭

7,000円

60人

平成30年9月19日～
平成30年10月19日

平30-30248506257号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

東京都日野市

6時間 平成30年12月20日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭（理
科）・高等学校教
諭(理科)

7,000円

30人

平成30年9月19日～
平成30年10月19日

平30-30248506258号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

東京都日野市

6時間 平成30年12月21日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭

7,000円

60人

平成30年9月19日～
平成30年10月19日

平30-30248506259号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

【選択】小学校外国語活動入門
～中学校英語が楽しくなるよう
な小中連携を目指して～B

現行の小学校外国語活動指導要領を尊重した上で、その指導を
中学校で生かし中学校英語につなげるものとするために小学校
でどのように指導をしていけばよいのか、その授業内容と組み立
てについて考える。講義では現在の状況を確認した上で、小学校
伊藤 摂子（教育学部非常勤講師、東洋大学文
東京都日野市
外国語活動における基礎的な理論や指導法を紹介し、英単語や
学部助教）
英文を扱う際の注意点の確認、発音の確認や演習を行う。また、
外国語活動の指導において注意すべき点を紹介し、小学生の児
童が楽しい中にもしっかりと学びがある外国語活動について考察
する。

6時間 平成30年12月21日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭(英語)

7,000円

30人

平成30年9月19日～
平成30年10月19日

平30-30248506260号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

【選択】「地理の授業で使える工
夫」について考える

地理の授業では，様々なスケールで時空間事象を取り上げること
になる。授業では，生徒たちに空間スケール・時間スケールを正
確に認識させ，その他の地理的事象についてもイメージをより正
確に定着させる努力が求められる。本講座では，講師が大学で 長谷川 裕彦（教育学部准教授）
の授業で取り入れている工夫を複数紹介し，それを起点に受講
者が「地理の授業で使える工夫」を自ら創出していくためのスキ
ルを啓発するための演習をおこなう。

東京都日野市

6時間 平成30年12月23日

教諭

中学校教諭(社
会)・高等学校教
諭(地理)

7,000円

50人

平成30年9月19日～
平成30年10月19日

平30-30248506261号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

学習指導要領は、「生きる力」をはぐくむことを基本理念にし、「確
かな学力」・「豊かな心」・「健やかな身体」のバランスのとれた育
【選択】体育で豊かな心と健やか 成を重視している。また、この教育理念の実現には「生きる力」の
今福 一寿（教育学部教授）
理念を共有することの重要性を述べている。本講座では、「生き
な体はなぜ育まれるのか
る力」について具体的に考えながら、体育がこの教育理念の実現
に果たす可能性について学ぶ。

東京都日野市

6時間 平成30年12月23日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭(保健体
育)

7,000円

60人

平成30年9月19日～
平成30年10月19日

平30-30248506262号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

子どもが変わり､親が変わった｡学校を取り巻く環境や状況の変
化は大きくそして著しい｡多くの教師は保護者との対応や連携の
あり方など児童生徒指導上の様々な対応に苦慮している｡この講
【選択】「保護者対応」の望ましい
座では､保護者対応等の喫緊の課題を取り上げる中で､これから 佐藤 裕之（教育学部特任教授）
在り方を考えるC
の児童生徒指導のあり方､保護者との望ましい対応や連携のあ
り方等について具体的事例をもとに､受講者相互の情報交換や
討議､講義等を通して考えていきたい。

東京都日野市

6時間 平成30年12月25日

教諭

小学校教諭

7,000円

40人

平成30年9月19日～
平成30年10月19日

平30-30248506263号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

第一に、教育相談の現状からその今日的意義を理解し、児童生
徒の理解と支援に必要となる教育相談の基本的事項と、相談の 福田 憲明（心理学部教授）
【選択】[通] 子どもの育ちを支援
組み立てや実践の理論を学び取ります。第二に、不登校・いじめ 高下 梓（松本短期大学助教）
する教育相談の考え方・進め方
と言った教育相談の対象となる諸問題を各論で扱い、相談技術 川上 華代（教育学部非常勤講師）
の実践力を習得します。

通信教育

18時間

平成30年5月21日～
平成30年12月26日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭

21,000円

80人

平成30年5月8日～
平成30年9月14日

平30-30248506264号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

星槎大学

【選択】「生きる力」に不可欠なリ
テラシー教育をデザインする

神奈川県横須
賀市

18時間

平成30年7月25日～
平成30年7月27日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年6月25日

平30-30260506497号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

複雑化・多様化している学校現場の諸課題には、子どもたちの健
康の保持増進や、障がいや病気を有する子どもへの特別な配慮
も含まれる。最前線で教員が実践的指導力を発揮する上で、保
【選択】学校現場で役立つ保健医
佐藤 智彦（大学院教育学研究科教授）
健医療の知識は教育学や心理学とともに重要な位置を占める。
療
児玉 有子（大学院教育学研究科准教授）
そこで本講習では、子どもたちの健康問題に対するより一層の気
づきのきっかけとなる、現場で役立つ保健医療について講義す
る。

神奈川県藤沢
市

18時間

平成30年8月7日～
平成30年8月9日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年6月7日

平30-30260506498号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

SNSの普及などに伴いフェイクニュースの拡散が問題となり、特
に、子どもたちが信頼性のある情報を選択・活用する能力（メディ
【選択】新聞博物館で「新聞を
アリテラシー）を身に付けることは喫緊の課題である。本講習で
使った教育（NIE）」の可能性を探 は、その解決のために、学校現場での新聞活用の有効性を明ら 細田 満和子（星槎大学副学長）
る
かにし、いま求められている授業デザインの方法を習得する。ま
た、多くの学校が校外学習で来館する横浜の新聞博物館の展示
や全国130紙の紙面にも触れながら、体験型演習を提供する。

神奈川県横浜
市

18時間

平成30年8月1日～
平成30年8月3日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年6月1日

平30-30260506499号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

講習の概要

担当講師

講習の開催地

明星大学

【選択】子どもの育ちを支援する
教育相談の考え方・進め方B

第一に、教育相談の現状からその今日的意義を理解し、児童生
徒の理解と支援に必要となる教育相談の基本的事項と、相談の
組み立てや実践の理論を学び取ります。第二に、不登校・いじめ 福田 憲明（心理学部教授）
と言った教育相談の対象となる諸問題を各論で扱い、相談技術
の実践力を習得します。

東京都日野市

明星大学

本学で毎年夏期に近隣の小・中学生を対象に開催している「夏休
み科学体験教室」での実施内容を実例として取上げ、児童・生徒
たちの「体験」とはどのようなものか実感する。そして、参加者に
【選択】遊びの中で感動体験を演
「知」のメッセージをいかに伝えるかを考え、併せて、安全面への 原田 久志（理工学部教授）
出する理科実験
配慮についても議論する。そのため本講座では、グループでの
「実験体験」や受講者間での「話し合い」に重きをおいて講習をす
すめてゆく。

明星大学

教育実践，授業実践において，子どもたちの発達的特徴を理解
し，子どもたちの発達に合わせた関わりや指導を行うことが重要
とされる。本講座では，幼児期から児童期の発達的特徴を取り上
【選択】教育実践につなげる発達
げ，それぞれの発達段階で留意すべき問題など教育実践や授業 布施 光代（教育学部准教授）
心理学
実践とのつながりを考える。また，授業実践に関連するトピックと
して，児童の積極的授業参加行動の変化を取り上げ，学年に伴
う子どもの行動の変化とその対応についても検討する。

明星大学

21世紀を生きる子どもたちに必要な「健康、科学、メディア、政
治、経済」リテラシー（読解力・活用力）を育成できる教員の資質・
能力の向上を目指す。具体的には、健康（保健、食育）に詳しい
元WHO職員をはじめ、科学、メディア、政治、経済の専門家が講
義を担当する。この講義をもとに、アクティブラーニングの手法を
用い、いかに「生きる力」「育成すべき資質・能力」を育てるかを受
講者自身が構想し、授業・指導計画を立案する。

天野 一哉（共生科学部教授）
坪内 俊憲（共生科学部教授）
山脇 直司（大学院教育実践研究科非常勤講
師）
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電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】「いのち」の授業を設計・
実行する

現代の子どもたちは、生活環境の変化、核家族化、自然、生き物
と向きあう体験不足から生き物の「生」、「食」、「死」の意識が希
薄になっている。本講習ではフィールドワークを行い、人間と生き
物が共生しなければならないことを確認しつつ、地球的規模の環 坪内 俊憲（共生科学部教授）
境問題を理解し、「いのち」、「命を支える食」の学習指導、保健・ 天野 一哉（共生科学部教授）
栄養指導を企画・実践できる教員の育成を目的とする。子どもの
心身の健康を守り、グローバル化がすすむ教育現場の中で教員
の資質能力の向上を目指す。

大阪府大阪市

18時間

平成30年8月6日～
平成30年8月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年6月6日

平30-30260506500号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

【選択】子どもの「貧困」を考え、
教育を企画する

子どもの「貧困」が大きな社会問題になっている。「対策法」の制
定により、関係省庁の連携も進んでいる。そこで、教員にできるこ
とは何か、現状を知り、授業をはじめとする教育活動をいかにす
べきかを考える。具体的には、健康・食の専門家である元WHO職 天野 一哉（共生科学部教授）
坪内 俊憲（共生科学部教授）
員の講師、アクティブラーニングを専門とする講師によるワーク
ショップ型授業をもとに、福祉の専門家である講師もゲストに招
き、受講者が自ら授業案等の教育活動を企画する講習を実施す
る。

大阪府大阪市

18時間

平成30年8月15日～
平成30年8月17日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

180人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30260506501号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

【選択】教師力のパワーアップ

これまでの教職経験を振り返りながら、ご自分の成果や課題につ
いて振り返る。そして、今日的な教育課題の一端についての共通
嶋田 優（共生科学部准教授）
理解を図り、今後の教職への歩みをより確かなものにしていく。
斎藤 憲子（共生科学部准教授）
取り上げていく教育課題は「保護者や地域との信頼関係の構築」
丸本 茂樹（共生科学部准教授）
「異校種間の連携」「学級づくりと児童生徒指導」「食教育を見直
す」「人権教育の基盤づくり」「学校の危機管理」である。

北海道帯広市

18時間

平成30年10月6日～
平成30年10月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年8月6日

平30-30260506502号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

【選択】教師力のパワーアップ

これまでの教職経験を振り返りながら、ご自分の成果や課題につ
いて振り返る。そして、今日的な教育課題の一端についての共通
嶋田 優（共生科学部准教授）
理解を図り、今後の教職への歩みをより確かなものにしていく。
斎藤 憲子（共生科学部准教授）
取り上げていく教育課題は「保護者や地域との信頼関係の構築」
丸本 茂樹（共生科学部准教授）
「異校種間の連携」「学級づくりと児童生徒指導」「食教育を見直
す」「人権教育の基盤づくり」「学校の危機管理」である。

青森県八戸市

18時間

平成30年10月6日～
平成30年10月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年8月6日

平30-30260506503号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

【選択】教師力のパワーアップ

これまでの教職経験を振り返りながら、ご自分の成果や課題につ
いて振り返る。そして、今日的な教育課題の一端についての共通
嶋田 優（共生科学部准教授）
理解を図り、今後の教職への歩みをより確かなものにしていく。
斎藤 憲子（共生科学部准教授）
取り上げていく教育課題は「保護者や地域との信頼関係の構築」
丸本 茂樹（共生科学部准教授）
「異校種間の連携」「学級づくりと児童生徒指導」「食教育を見直
す」「人権教育の基盤づくり」「学校の危機管理」である。

宮城県仙台市

18時間

平成30年10月6日～
平成30年10月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年8月6日

平30-30260506504号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

【選択】教師力のパワーアップ

これまでの教職経験を振り返りながら、ご自分の成果や課題につ
いて振り返る。そして、今日的な教育課題の一端についての共通
嶋田 優（共生科学部准教授）
理解を図り、今後の教職への歩みをより確かなものにしていく。
斎藤 憲子（共生科学部准教授）
取り上げていく教育課題は「保護者や地域との信頼関係の構築」
丸本 茂樹（共生科学部准教授）
「異校種間の連携」「学級づくりと児童生徒指導」「食教育を見直
す」「人権教育の基盤づくり」「学校の危機管理」である。

福島県郡山市

18時間

平成30年10月6日～
平成30年10月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年8月6日

平30-30260506505号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

【選択】教師力のパワーアップ

これまでの教職経験を振り返りながら、ご自分の成果や課題につ
いて振り返る。そして、今日的な教育課題の一端についての共通
嶋田 優（共生科学部准教授）
理解を図り、今後の教職への歩みをより確かなものにしていく。
斎藤 憲子（共生科学部准教授）
取り上げていく教育課題は「保護者や地域との信頼関係の構築」
丸本 茂樹（共生科学部准教授）
「異校種間の連携」「学級づくりと児童生徒指導」「食教育を見直
す」「人権教育の基盤づくり」「学校の危機管理」である。

東京都立川市

18時間

平成30年10月6日～
平成30年10月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年8月6日

平30-30260506506号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

【選択】教師力のパワーアップ

これまでの教職経験を振り返りながら、ご自分の成果や課題につ
いて振り返る。そして、今日的な教育課題の一端についての共通
嶋田 優（共生科学部准教授）
理解を図り、今後の教職への歩みをより確かなものにしていく。
斎藤 憲子（共生科学部准教授）
取り上げていく教育課題は「保護者や地域との信頼関係の構築」
丸本 茂樹（共生科学部准教授）
「異校種間の連携」「学級づくりと児童生徒指導」「食教育を見直
す」「人権教育の基盤づくり」「学校の危機管理」である。

埼玉県川口市

18時間

平成30年10月6日～
平成30年10月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年8月6日

平30-30260506507号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

【選択】教師力のパワーアップ

これまでの教職経験を振り返りながら、ご自分の成果や課題につ
いて振り返る。そして、今日的な教育課題の一端についての共通
嶋田 優（共生科学部准教授）
理解を図り、今後の教職への歩みをより確かなものにしていく。
斎藤 憲子（共生科学部准教授）
取り上げていく教育課題は「保護者や地域との信頼関係の構築」
丸本 茂樹（共生科学部准教授）
「異校種間の連携」「学級づくりと児童生徒指導」「食教育を見直
す」「人権教育の基盤づくり」「学校の危機管理」である。

神奈川県足柄
下郡

18時間

平成30年10月6日～
平成30年10月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年8月6日

平30-30260506508号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

【選択】教師力のパワーアップ

これまでの教職経験を振り返りながら、ご自分の成果や課題につ
いて振り返る。そして、今日的な教育課題の一端についての共通
嶋田 優（共生科学部准教授）
理解を図り、今後の教職への歩みをより確かなものにしていく。
斎藤 憲子（共生科学部准教授）
取り上げていく教育課題は「保護者や地域との信頼関係の構築」
丸本 茂樹（共生科学部准教授）
「異校種間の連携」「学級づくりと児童生徒指導」「食教育を見直
す」「人権教育の基盤づくり」「学校の危機管理」である。

静岡県浜松市

18時間

平成30年10月6日～
平成30年10月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年8月6日

平30-30260506509号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

【選択】教師力のパワーアップ

これまでの教職経験を振り返りながら、ご自分の成果や課題につ
いて振り返る。そして、今日的な教育課題の一端についての共通
嶋田 優（共生科学部准教授）
理解を図り、今後の教職への歩みをより確かなものにしていく。
斎藤 憲子（共生科学部准教授）
取り上げていく教育課題は「保護者や地域との信頼関係の構築」
丸本 茂樹（共生科学部准教授）
「異校種間の連携」「学級づくりと児童生徒指導」「食教育を見直
す」「人権教育の基盤づくり」「学校の危機管理」である。

大阪府大阪市

18時間

平成30年10月6日～
平成30年10月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年8月6日

平30-30260506510号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

星槎大学
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

星槎大学

【選択】教師力のパワーアップ

これまでの教職経験を振り返りながら、ご自分の成果や課題につ
いて振り返る。そして、今日的な教育課題の一端についての共通
嶋田 優（共生科学部准教授）
理解を図り、今後の教職への歩みをより確かなものにしていく。
斎藤 憲子（共生科学部准教授）
取り上げていく教育課題は「保護者や地域との信頼関係の構築」
丸本 茂樹（共生科学部准教授）
「異校種間の連携」「学級づくりと児童生徒指導」「食教育を見直
す」「人権教育の基盤づくり」「学校の危機管理」である。

広島県広島市

18時間

平成30年10月6日～
平成30年10月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年8月6日

平30-30260506511号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

【選択】教師力のパワーアップ

これまでの教職経験を振り返りながら、ご自分の成果や課題につ
いて振り返る。そして、今日的な教育課題の一端についての共通
嶋田 優（共生科学部准教授）
理解を図り、今後の教職への歩みをより確かなものにしていく。
斎藤 憲子（共生科学部准教授）
取り上げていく教育課題は「保護者や地域との信頼関係の構築」
丸本 茂樹（共生科学部准教授）
「異校種間の連携」「学級づくりと児童生徒指導」「食教育を見直
す」「人権教育の基盤づくり」「学校の危機管理」である。

福岡県福岡市

18時間

平成30年10月6日～
平成30年10月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

19,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年8月6日

平30-30260506512号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

関東学院大学

【選択】部活動マネジメント

部活動は課外の活動であるが、生活指導や教員の働き方に密
接に関係している。本講習では部活動を取り巻く近年の社会情
勢や研究動向を紹介し、顧問の負担軽減を視野に、安全管理や
コーチング、外部指導者の活用など部活動を円滑にマネジメント
青柳 健隆（経済学部専任講師）
していく方法について講義する。本講習の内容は、子どもの心身
の健康管理、スポーツイベントの企画やスポーツ少年団の運営
など、中高以外の学校種における活動にも応用できる内容であ
る。

神奈川県横浜
市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

90人

平成30年5月16日～
平成30年5月24日

平30-30267506514号

045-786-7007

http://www.kantogakuin.ac.jp/

関東学院大学

近年、地球温暖化をはじめとする様々な環境問題が生じており、
【選択】環境保全に関する研究と その対策が求められている。国内におけるリサイクルやバイオマ
佐野 慶一郎（人間共生学部教授）
ス利用、代替エネルギーなどの「環境保全」、および子供から大
教育
人の「環境の意識と教育」の状況について解説する。

神奈川県横浜
市

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

90人

平成30年5月16日～
平成30年5月24日

平30-30267506515号

045-786-7007

http://www.kantogakuin.ac.jp/

関東学院大学

本講習では、受講者が自身の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とする）を導入できることを目指し、ＡＬ
の基礎理論とその方略を習得できるようにする。講習は、講義＋
【選択】主体的な学習を引き出す
ワークショップ形式で行われ、具体的にはＡＬ導入の意義と効果、
アクティブラーニング実践講座
授業へ導入するための授業設計や手法の理解、ルーブリックを
活用した学習活動の評価などを学ぶ。対象者は全教員・全学校
種とする（幼・小・中・高・養護・栄養教諭）。

神奈川県横浜
市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

90人

平成30年5月16日～
平成30年5月24日

平30-30267506516号

045-786-7007

http://www.kantogakuin.ac.jp/

【選択】合唱指導法講座

子供たちが合唱音楽と触れ合う場面は多い。学校の授業や部活
動、そして地域活動など、それぞれが重要な教育の場となってい
る。合唱指導を通じた「豊かな心の育成」は、重要な教育課題の
山舘 冬樹(短期大学部教授）
一つでもある。本講座では、邦人合唱作品を中心に取り上げる。
山崎 裕視（音楽学部非常勤講師）
受講者が高い芸術性を持つ合唱曲の魅力に触れ、合唱すること
の喜びを体感することで、改めて「合唱を指導する」ことの意義を
見つめ直す機会とする。

神奈川県川崎
市

6時間 平成30年8月1日

教諭

幼、小、中・高・特
別支援学校（音
楽担当）教諭

6,000円

120人

平成30年4月15日～
平成30年5月31日

平30-30273506903号

044-953-9829

http://www.toseishowa-music.ac.jp/

昭和音楽大学

【選択】オペラとオペラ劇場

芸術文化を理解するためにはその背景となる歴史や構造と関連
付けることが、より効果的である。本講座は劇場とは何か、オペラ
とは何かについての解説から入る。次に馬蹄形三層構造の客席
を持つ本学劇場を廻り、その仕組や機構を建築家が説明する。
また、演奏を聴いてその音響効果を実体験し、さらにヴェルディ
のオペラ「椿姫」を軸に映像を交え、ベルカントオペラについて、
音楽学と指揮、そして歌い手それぞれの立場から解説する。

豊（音楽学部客員教授）
恒夫（音楽学部教授）
忠道（音楽学部教授）
祐（音楽学部教授）

神奈川県川崎
市

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼、小、中・高・特
別支援学校（音
楽担当）教諭

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30273506904号

044-953-9829

http://www.toseishowa-music.ac.jp/

昭和音楽大学

本講座では、音楽の持つ生理的・心理的・社会的働きを積極的
羽石
に活用する音楽療法の視点から、音楽の多様な役割と効果につ
【選択】音楽の多様な役割と効果
伊藤
いて理解をする。そして、支援が必要な児童や生徒に対して実践
～音楽療法の視点から～
三浦
されている「誰もが参加しやすい音楽活動」について、演習を通し
二俣
て学ぶ。

英里（音楽学部教授）
啓子(音楽学部教授）
優佳（音楽学部助教）
泉（音楽学部非常勤講師）

神奈川県川崎
市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼、小、中・高・特
別支援学校（音
楽担当）教諭

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30273506905号

044-953-9829

http://www.toseishowa-music.ac.jp/

前田 基成（芸術学部教授）
西口 雄基（芸術学部非常講師）

神奈川県相模
原市

18時間

18,800円

160人

平成30年6月1日～
平成30年6月29日

平30-30274505181号

042-778-6694

http://www.joshibi.ac.jp

広瀬 晴美（芸術学部准教授）
鈴木 伸子（芸術学部非常講師）

神奈川県相模
原市

平成30年8月21日～
18時間
平成30年8月23日

教諭

19,500円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30274505182号

042-778-6694

http://www.joshibi.ac.jp

中野
古性
杉本
長崎
金井

神奈川県横浜
市

18時間

平成30年7月30日～
平成30年8月1日

教諭

中学校・高等学
校（美術・工芸）、
21,000円
小学校（図工）教
諭

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30286506513号

045-963-4108

http://www.yokohamaart.ac.jp

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504173号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

昭和音楽大学

女子美術大学

女子美術大学

小学校、中学校、高等学校の生徒の問題行動について臨床心理
【選択】生徒指導のための教育臨
学的、精神医学的に「なぜなのか」を理解し、そこから「どうする
床心理学
か」について考える。
【選択】テンペラ絵の具の手作り テンペラ絵の具・油絵の具・アクリル絵の具・水彩絵の具につい
体験とそれらの画材を使った作 て解説するとともに、手練りによる絵の具作りを体験し、それらを
品制作
使いテンペラ画を制作する。

杉原 亨（高等教育研究・開発センター専任講
師）
奈良 堂史（高等教育研究・開発センター専任
講師）

星出
小畑
折江
古橋

横浜美術大学

学習指導要領美術科の目的、内容、方法を再確認し、具体的な
学習内容と指導法、実践研究を行う。まず、絵画、彫刻、デザイ
【選択】新しい美術教材と授業づく ン・映像メディア表現及び工芸の４つの実技講座から１講座を選
り
択し、２日間制作する。３日目はこれら受講した実技講座をもとに
題材案の作成、研究を行い、Ａ表現、Ｂ鑑賞を含めた年間指導計
画について考察していく。

新潟工科大学

ユニバーサルデザインは、特に、先生が生き生き働ける教育現
場のデザイン化に効果が期待されています。生徒、先生、保護者
等での誤解を生まないコミュニケーション、年齢・学年に応じた平
【選択】学校とユニバーサルデザ
易な言葉で分かり易く、飽きない話し方や効果的プレゼンテー
原 利昭（工学部非常勤講師）
イン
ションのあり方、苦情や集団不適応生徒への対応等を説明しま
す。また、デジタル教育時代を意識したバーチャルリアリティの活
用についても紹介します。

滋（美術学部教授）
淑子（美術学部准教授）
洋（美術学部特任教授）
信博（美術学部非常勤講師）
則夫（美術学部非常勤講師）

新潟県柏崎市
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平成30年8月20日～
平成30年8月22日

6時間 平成30年10月27日

教諭
養護教諭

教諭
養護教諭

小・中・高等学
校、特別支援学
校の教諭、養護
教諭
小・中・高等学
校、特別支援学
校の図工・美術
の教諭

全教諭・養護教
諭

6,000円

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】近年の大気環境課題

近年の大気環境課題として、パリ協定の発効により世界的展開
が進みつつある地球温暖化問題、水俣条約により地域環境問題
とともに地球規模での環境汚染物質としての対応が進められよう
としている水銀問題、光化学オキシダントによる広域越境汚染問 福崎 紀夫（工学部教授）
題、中国の大都市で高濃度が報道されており長距離越境移流も
懸念されている微小粒子状物質（ＰＭ2.5）による健康影響などを
取り上げ、これらの現状と課題について解説する。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年10月27日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504174号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

【選択】基礎からわかる原子・原
子核の世界

ミクロの世界の不思議な現象の例を挙げ、マクロの世界とは異な
る物理法則の発見への歴史を説明する。はじめに光や電子の示
す二重性について、また、物質を構成する結晶の規則性を示し、
それを調べる方法であるＸ線回折について述べる。次に、原子構
柿沼 藤雄（工学部教授）
造の研究の歴史を述べ、元素の周期律表の起源等について説
明する。原子核の性質と原子核崩壊や核分裂について説明し、
崩壊や核分裂による放射線の種類、物理的性質や生物学的影
響について概説する。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年10月27日

教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科）
教諭

6,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504175号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

【選択】幼保小連携と接続期カリ
キュラム

幼児教育と小学校教育の共通点や相違点から始まり、まずは、
子ども主体・体験活動中心・幼保小連携重視の生活科の教科特
性について学んでいただく。そして、新入児童の小学校生活への 木村 吉彦（上越教育大学大学院学校教育研
「適応」を促す目的の接続期カリキュラム（アプローチカリキュラム 究科教授）
＆スタートカリキュラム）について、映像や様々な実践例に基づき
ながら、今後の幼保小連携のあり方について展開する。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年10月28日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504176号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

インクルーシブな教育を含む特別支援教育の理念やその対象と
なる子どもの障害特性、特別な教育的ニーズに対応する教育課
程編成、教育課程の要となる自立活動の指導等について概説す
笠原 芳隆（上越教育大学大学院学校教育研
【選択】特別支援教育の基本的理
る。その上で｢チーム学校｣の観点から、子どもの実態把握や目
究科教授）
解（教育課程・指導法）
標設定の方法等、個別の指導計画作成の手続き等について細
述するとともに、子どものライフステージを見すえ、個別の教育支
援計画を通した機関連携のあり方等についても言及する。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年10月28日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504177号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

新学習指導要領では小学校でプログラミングを必修化することと
している。実際にパソコンやタブレット端末を利用した授業を計画
する際には、コンピュータのしくみや特性を理解し、適用の範囲を
正しく見極める必要がある。本講座では、まずコンピュータのハー
【選択】プログラミング教育の基礎 ドウェアとソフトウェアに関する基礎的な知識を修得する。次にビ 佐藤 栄一（工学部教授）
ジュアル・プログラミング言語Scratchを用いたプログラミングの手
法を学び、小学校段階における教授法について考究する。また、
設定課題における多職種連携の視点から養護・栄養教諭の参加
を歓迎する。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年10月28日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504178号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

教職者にとってミスの防止や危険の回避は極めて切実な問題で
す。更には、災害時の避難ではミスは絶対に許されず、喫緊の対
応の仕方が求められると同時に、USBメモリーや答案の紛失・盗
【選択】うっかりミスや危険の防止 難、成績情報の流出、食物アレルギー児童への対応、体育授業 原 利昭（工学部非常勤講師）
での事故、障害児への配慮と対処等々”難問山積状態”とも言え
る様です。学校での事例紹介と共に、そこから”見つけられるヒン
トや解決策”を画像等を用いて分かり易く解説します。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年11月3日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504179号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

食は私たちの誕生から死に至るまで最も身近なものであり、健康
に直結するものである。特に近年の超高齢社会においては、新
たな健康の課題の多くが食と繋がっている。本講習は教育の現
【選択】食と身体との対話 —新潟
場におられる先生方が対象なので、その食と身体との関わりを表 門脇 基二（工学部教授）
からの発信—
面的な捉え方ではなく、栄養学の基本的立場から紹介したい。ま
た、現在話題になっている和食の良さについて、新潟の代表であ
る米を中心に新たな理解を提供する。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年11月3日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504180号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

人生を送る上で、様々なライフステージがありますが、長寿命化
によって、高齢期のライフステージをどう考えるか、これから特に
重要になってきています。
【選択】ライフステージから見るこ
この講習では、これまでの高齢者の暮らしや環境（制度や施設環 黒木 宏一（工学部准教授）
れからの高齢期の暮らしと環境
境）を振り返りつつ、近年の高齢者の暮らしぶりに着目しながら、
これから求められる「よりよく高齢期を生きる」ための重要な要素
を考えていきます。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年11月3日

教諭

小・中・高等学校
（社会・生活・家
庭）教諭、高等学
校（建築）教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504181号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

【選択】学級づくりに生かす話合
い活動指導の基礎と応用

新潟県柏崎市

6時間 平成30年11月4日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504182号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

児童生徒とはうまく関係をつくることができても、保護者との関係
づくりに悩む教師は多い。学校への期待と要望が高まる一方で
赤坂 真二（上越教育大学大学院学校教育研
【選択】保護者と信頼関係をつくる すれ違いは不信感を生むことになる。保護者と信頼関係をつくる
究科教授）
にはどのように考えて行動したらよいか、事例を交えながら考え
ます。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年11月17日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504183号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

【選択】学習と記憶の心理学

新潟県柏崎市

6時間 平成30年11月24日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504184号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

学級づくりに生かす話合い活動の在り方、指導方法について考
察する。学習指導要領・指導要録、子どもの現状等を踏まえた指
導を考える基礎編と、「学級の課題解決に向かう子どもの自主的
橋本 定男（新潟薬科大学非常勤講師）
活動」や「折り合う所を探りながら深まっていく話合い」を取り上げ
る応用編に分ける。応用編では授業ビデオを使って子どもと教師
の動きを分析したり、活動づくりのエクササイズをしたりする。

記憶の仕組みやそのはたらきを学び、記憶理論の視点から学習
活動、学習指導について考えます。人の記憶の構造や記憶の過
程から、「覚える」、「忘れる」だけでなく、「理解する」「考える」「で 橋本 圭子（工学部准教授）
きる」など、学習と深く関わる様々な事象について、認知心理学
的にとらえます。
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

新潟工科大学

これまで、学生や一般の方から受けた数学に関する質問のうち、
【選択】数学に関する質問とその 歴史的に興味深いものや、見た目より難しい話などを取り上げ、
竹野 茂治（工学部准教授）
背景の数学
その経緯や背景の数学について解説する。今回は、ベクトル、対
数とе、及び斜円錐の側面積の話をする予定である。

新潟工科大学

【選択】脳科学の「知」と「心」

新潟工科大学

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

新潟県柏崎市

6時間 平成30年11月24日

教諭

高等学校（数学
科）教諭

6,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504185号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟県柏崎市

6時間 平成30年11月25日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504186号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

本講習は、体育・スポーツの意義と役割、卓球の競技特性につい
て理解を深める講義と、「なぜ？」を元に科学的な視点から卓球
【選択】体育・スポーツの意義と科
の基本的な指導方法（ウォーミングアップとクーリングダウン、初 上島 慶（工学部助教）
学的な卓球指導法
期設定、ボディーワークと効率的な練習法、ボールと回転、卓球
のトレーニング等）について実技を行う。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年11月25日

教諭

小学校教諭､中学
校(保健体育)･高
等学校(保健体
育)教諭､部活動
顧問

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504187号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

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・
【選択】小学校英語の授業改善を
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もと 松崎 邦守（上越教育大学大学院学校教育研
めざした「ゆるやかな」アクション・
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 究科教授）
リサーチ
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。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年12月1日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504188号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

本講習は、予防的・開発的生徒指導（教育カウンセリング心理
学）の視点から、①当該問題の何が問題なのか、②早期発見の
稲垣 応顕（上越教育大学大学院学校教育研
【選択】いじめ問題の予防と対応
方法、③加害・被害生徒の心理的特徴と個別対応また集団対応
究科教授）
－理論と実践の往還から－
の方法、そして何よりも④当該問題の予防教育について演習を
交えて考えていきます。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年12月1日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504189号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学

本講習は、予防的・開発的生徒指導、また育てる生徒指導の立
場に立ちます。児童生徒が、「21世紀を生き抜く力」として必要な
人間関係形成能力や自己更新する力を育成する手立てを演習を
【選択】生徒指導・教育相談の知 交えながら考察していきます。また、いじめ・不登校・発達障がい 稲垣 応顕（上越教育大学大学院学校教育研
究科教授）
のある児童生徒の集団適応についても検討していきます。
と心－理論と実践を学ぶ－
本講習では、教育とカウンセリングを兼ね揃えた視点から、演習
を交えて生徒への指導支援を予防的・開発的・問題解決的に考
えていきます。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年12月2日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295504190号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟青陵大学

本講習では，特別の支援が必要な幼児への支援をテーマとして
保育・教育・子育て支援場面でどのようなツールを用いて情報を
収集し，アセスメントを実施するのか。また，得られた情報をどの
【選択】特別の支援が必要な幼児
ように保育・教育・子育て支援に活かしていくのかについての講 齊藤 勇紀（福祉心理学部准教授）
への支援
義と演習を行う。また，就学前施設における特別の支援が必要な
子どもへの支援に対する最新の知識と技術の修得を目指し，今
日的な就学前教育の課題についての議論と検討を行う。

新潟県新潟市

6時間 平成30年6月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505103号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

本講習では，特別の支援が必要な幼児への支援をテーマとして
保育・教育・子育て支援場面でどのようなツールを用いて情報を
収集し，アセスメントを実施するのか。また，得られた情報をどの
【選択】特別の支援が必要な幼児
ように保育・教育・子育て支援に活かしていくのかについての講 齊藤 勇紀（福祉心理学部准教授）
への支援
義と演習を行う。また，就学前施設における特別の支援が必要な
子どもへの支援に対する最新の知識と技術の修得を目指し，今
日的な就学前教育の課題についての議論と検討を行う。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505104号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

現代の子ども達が抱える大きな心理的問題、やる気のなさと人間
関係能力の低下。そのために能力を発揮できない子ども達。そし
碓井 真史（スクールカウンセラー、福祉心理学
【選択】やる気と人間関係の心理 て親子の問題、教師と子ども、保護者とのトラブルなど。心理学
新潟県新潟市
部教授、大学院臨床心理学研究科教授）
の基本を学ぶとともに、スクールカウンセリングの現場からの報
告等を通して、やる気と人間関係の心理について学びます。

6時間 平成30年6月24日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

6,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505105号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

現代の子ども達が抱える大きな心理的問題、やる気のなさと人間
関係能力の低下。そのために能力を発揮できない子ども達。そし
碓井 真史（スクールカウンセラー、福祉心理学
【選択】やる気と人間関係の心理 て親子の問題、教師と子ども、保護者とのトラブルなど。心理学
新潟県新潟市
部教授、大学院臨床心理学研究科教授）
の基本を学ぶとともに、スクールカウンセリングの現場からの報
告等を通して、やる気と人間関係の心理について学びます。

6時間 平成30年8月19日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

6,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505106号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

現代の子ども達が抱える大きな心理的問題、やる気のなさと人間
関係能力の低下。そのために能力を発揮できない子ども達。そし
碓井 真史（スクールカウンセラー、福祉心理学
【選択】やる気と人間関係の心理 て親子の問題、教師と子ども、保護者とのトラブルなど。心理学
新潟県新潟市
部教授、大学院臨床心理学研究科教授）
の基本を学ぶとともに、スクールカウンセリングの現場からの報
告等を通して、やる気と人間関係の心理について学びます。

6時間 平成30年11月11日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

6,000円

60人

平成30年6月12日～
平成30年6月21日

平30-30298505107号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化されることか
らプログラミング学習の重要性が高まってます。初心者でも容易
【選択】初心者のためのプログラ にプログラミングの基礎を修得できるSwift Playgroundsを使用し、
ミング入門－iPadを用いてのプロ iPadを用いてプログラミングの基礎を楽しく学びます。これまでプ 中野 充（福祉心理学部准教授）
グラミング－
ログラミングの経験のない児童・生徒がプログラミングの基礎を
楽しく学び、そして本格的なアプリを作って交換したり、教員が教
材を作成したりする際にも幅広く応用することを目指します。

6時間 平成30年7月1日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505108号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

本講義では、人間の脳について、生物学的見地と教育学的見地
の両面から扱います。前者においては、脳の形成過程、脳機能、
高橋 均（新潟大学脳研究所教授）
脳の不思議、脳の病気と加齢による変化、脳と心について、後者
小久保 美子（新潟大学大学院教育学研究科
においては、乳幼児期の脳の発達、早期教育と脳、学習と記憶
教授）
の脳科学、言語と読書の脳科学について、研究資料や具体的事
例を用いながら講じます。

新潟県新潟市
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

6時間 平成30年7月1日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505109号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟県新潟市

6時間 平成30年10月14日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年6月12日～
平成30年6月21日

平30-30298505110号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

平成29年3月に公示された次期小学校学習指導要領によると、
小学校では平成32年度からプログラミング学習が必修化される。
そこでは、希望者だけに簡単なゲーム制作等を教えるプログラミ
ング教室とは違ったアプローチが必要になると予想される。そこで
【選択】子どものためのプログラミ
南雲 秀雄（福祉心理学部教授）
本講座では、初心者向けのプログラミング環境を用いて、全児
ング教育
童・生徒がプログラミングを無理なく学ぶための方法を学習する。
小学校におけるプログラミング教育の中学校および高等学校の
プログラミング教育への影響の観点のため、中学校教諭及び高
等学校教諭も対象とする。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月5日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505111号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

子どもの健康課題は多様化・複雑化しており、解決に向けて、学
校における組織的、計画的な取組や、関係機関との連携などが
求められています。そのような中、学校保健活動の推進において
【選択】子どもの健康課題に対応
中核的な役割を担う養護教諭は、現代的な健康課題解決に向け 塚原 加寿子（看護学部准教授）
した保健室経営
て、マネジメントの視点から捉えた保健室経営が求められていま
す。本講習では、各学校における子どもの健康課題に応じたと保
健室経営について、講義と演習を通じて考えていきます。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月5日

養護教諭

養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505112号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

【選択】教師として歌うこと、音を
聴くこと

歌のボイストレーニング、よく通る声の発声法、音程を正確に取る
練習、簡単なウクレレの弾き歌いのしかたについて。音を敏感に
聴き取り、音について考える。天候がよい場合は、サウンドス
野口 雅史（声楽家、短期大学部幼児教育科准
新潟県新潟市
ケープ（音風景）の体験と演習を行う。雨天の場合は身近な素材
教授）
を用いた音にまつわる演習を行う。講義ではM. シェーファーの音
楽教育論を取り扱う。※音を描きとめるためクレヨン等の描画用
具を持参してください。

6時間 平成30年8月5日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505113号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

【選択】教師として歌うこと、音を
聴くこと

歌のボイストレーニング、よく通る声の発声法、音程を正確に取る
練習、簡単なウクレレの弾き歌いのしかたについて。音を敏感に
聴き取り、音について考える。天候がよい場合は、サウンドス
野口 雅史（声楽家、短期大学部幼児教育科准
ケープ（音風景）の体験と演習を行う。雨天の場合は身近な素材
新潟県新潟市
教授）
を用いた音にまつわる演習を行う。講義ではM. シェーファーの音
楽教育論を取り扱う。※音を描きとめるためクレヨン等の描画用
具を持参してください。

6時間 平成30年10月14日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

30人

平成30年6月12日～
平成30年6月21日

平30-30298505114号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

本講習では、小児に特有な疾患の概説とその対処法および心肺
蘇生法について学びます。
１）小児期に見られる外科的疾患
２）症状から疑われる疾患と処置（頭痛、起立性調節障害、過換
気症候群、発熱、腹痛、下痢など）
【選択】小児に特有な疾患とその
３）食物アレルギー
山際 岩雄（看護学部教授）
対処法および心肺蘇生
４）小児期に見られる特有な疾患（先天性心疾患、感染症、悪性
腫瘍）
５）外傷とその処置
６）熱中症・低体温症
７）心肺蘇生法（ABCからCABへ）（実技実習を含む）

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月22日

養護教諭

養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505115号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

【選択】乳幼児へのまなざし

近年、心のゆとりがなくなり、保育者になった原点を忘れかけてき
ていませんか？子どもたちの育ちと遊びの中には、きらりと光る
場面がたくさんあります。そのひたむきな姿を「ていねいなまなざ
上原 由美（短期大学部幼児教育学科特任助
し」で観るとき、保育の仕事の魅力をたくさん見つけることができ
教）
ることでしょう。また、子育て環境が変化する中で、保護者の気持
ちに寄り添い支え共に子どもの成長を喜び合うには…事例を通し
て学び、意見交換しながら一緒に考えてみましょう。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505116号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

【選択】発達障害の理解と支援

発達障害は個人により障害特性が異なり、本人の特性や取り巻
く環境を踏まえて理解する必要がある。適切な支援が行われな
いと、二次的障害を引きおこしかねない。社会的自立に向けて、
本人や保護者、担任などの支援者の困り感に寄り添い、それぞ 中村 恵子（看護学部教授）
れのストレングスを活かした支援が求められる。発達障害の定義 斎藤 まさ子（看護学部教授）
や特性、インクルーシブ教育システムなどについて概説するとと
もに、ストレングスやアセスメント、保護者支援に関する演習を行
う。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、養護
教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505117号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

園の中で、‘ちょっと気になる子’について、事例を交えて講義をし
ていきます。気になる子の行動を、保育者はどう見て、どう捉えた
らよいのか、気になる子、まわりの友だち、そして保護者への支
【選択】気になる子への関わり方 援についても、先生方と一緒に考えながら進めていきます。基本
高橋 淳子（短期大学部幼児教育学科教授）
的な知識、関わり方、事例を通しての学びとともに、グループ・
と支援について
ワークを行い、日頃の実践での心配ごとや疑問等について意見
交換をしながら講義を進めていきます。ぜひ、積極的に参加して
くださることを望みます。

新潟県新潟市

新潟青陵大学

園の中で、‘ちょっと気になる子’について、事例を交えて講義をし
ていきます。気になる子の行動を、保育者はどう見て、どう捉えた
らよいのか、気になる子、まわりの友だち、そして保護者への支
【選択】気になる子への関わり方 援についても、先生方と一緒に考えながら進めていきます。基本
高橋 淳子（短期大学部幼児教育学科教授）
的な知識、関わり方、事例を通しての学びとともに、グループ・
と支援について
ワークを行い、日頃の実践での心配ごとや疑問等について意見
交換をしながら講義を進めていきます。ぜひ、積極的に参加して
くださることを望みます。

新潟青陵大学

新潟青陵大学
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月24日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

45人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505118号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

6時間 平成30年10月13日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

45人

平成30年6月12日～
平成30年6月21日

平30-30298505119号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

幼児期は教師の在り方が幼児に大きく影響を及ぼします。本講
習では、保育者の在り方を問い直し、しっかりとした保育観を持つ
加藤 由美子（新潟青陵幼稚園園長、短期大学
新潟県新潟市
ことを目指します。さまざまな個性の子どもたちにどのような意図
部非常勤講師）
を持ち、どのような言葉を使うべきか、保育現場で起こる日々の
出来事に、保育のプロとしてどう対応すべきかを考えます。

6時間 平成30年8月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298505120号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

幼児期は教師の在り方が幼児に大きく影響を及ぼします。本講
習では、保育者の在り方を問い直し、しっかりとした保育観を持つ
加藤 由美子（新潟青陵幼稚園園長、短期大学
新潟県新潟市
ことを目指します。さまざまな個性の子どもたちにどのような意図
部非常勤講師）
を持ち、どのような言葉を使うべきか、保育現場で起こる日々の
出来事に、保育のプロとしてどう対応すべきかを考えます。

6時間 平成30年11月18日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年6月12日～
平成30年6月21日

平30-30298505121号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

6時間 平成30年9月8日

教諭

幼稚園教諭、小・
中・高等学校教
諭

6,000円

60人

平成30年6月12日～
平成30年6月21日

平30-30298505122号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

非行問題は，生徒指導領域においては古くて新しい問題である。
【選択】非行の心理～どう理解し， 本講座では，少年鑑別所で非行少年と関わってきた講師の経験 佐藤 亨（福祉心理学部准教授、大学院臨床心
新潟県新潟市
に基づき，非行少年の心理をどう理解し，どのように関わっていく 理学研究科准教授）
どう関わるか～
べきかについて，具体的に考察していく。

6時間 平成30年9月29日

教諭
養護教諭

小学校，中学校，
高等学校教諭，
養護教諭

6,000円

50人

平成30年6月12日～
平成30年6月21日

平30-30298505123号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

子ども達の抱える問題は、家庭環境から関連していることが多い
と考えます。そこで札幌でのスクールソーシャルワーカーの経験
【選択】子どもの生活環境と課題
から現在の保護者が抱える生活問題や関係機関との連携の実
－スクールソーシャルワーカーの
花澤 佳代（福祉心理学部准教授）
践を整理し、教育現場での福祉専門職の利用の仕方や連携につ
活用
いて学びます。また、新潟で利用できる社会資源（福祉サービス）
を知っていただけたらと思います。

新潟県新潟市

6時間 平成30年11月4日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

6,000円

50人

平成30年6月12日～
平成30年6月21日

平30-30298505124号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

講習前半では「環境を通して行う教育」「遊びを通しての指導」を
中心に、幼稚園教育要領が掲げる幼稚園教育の基本について
講義形式で確認します。後半ではグループに分かれて、それぞ
れの実践経験を報告し合い、実践を通じて５領域の「ねらい及び
【選択】幼稚園教育の基本と実践
仲 真人（短期大学部幼児教育学科准教授）
内容」をどのように達成していくかを検討します。受講される方は
事前課題として、それぞれの「心にのこる実践経験」をエピソード
形式で記述したレポートを提出していただきます。（課題の詳細
はあらためて連絡いたします）

新潟県新潟市

6時間 平成30年12月2日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年6月12日～
平成30年6月21日

平30-30298505125号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

教諭

工業・商業高校な
どの実業系の学
科、総合学科、お
よび普通科にお
いて総合的な学
習の時間など実
践的な学習を行う
科目を担当してい

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30-3030720人 平成30年6月12日～6
505432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

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
505433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

講習の概要

担当講師

講習の開催地

【選択】ファシリテーションを活か
した授業づくりの基本

この講習では、近年、研修会や会議等で普及しつつあるファシリ
テーションを日々の授業で実践することを目指して、その基礎的
な理論と基本的な指導技術を学びます。拡散・収束・決定・共有
といったファシリテーションのプロセスを授業に導入することで、子
岩﨑 保之（福祉心理学部教授）
どもたちの間に対話が生まれ、言語活動が充実します。また、
ファシリテーションを活かした授業づくりを考えることは、いわゆる
「アクティブ・ラーニング」の具体的なイメージを構想することにも
つながります。

新潟県新潟市

新潟青陵大学

【選択】ファシリテーションを活か
した授業づくりの基本

この講習では、近年、研修会や会議等で普及しつつあるファシリ
テーションを日々の授業で実践することを目指して、その基礎的
な理論と基本的な指導技術を学びます。拡散・収束・決定・共有
といったファシリテーションのプロセスを授業に導入することで、子
岩﨑 保之（福祉心理学部教授）
どもたちの間に対話が生まれ、言語活動が充実します。また、
ファシリテーションを活かした授業づくりを考えることは、いわゆる
「アクティブ・ラーニング」の具体的なイメージを構想することにも
つながります。

新潟県新潟市

新潟青陵大学

【選択】保育者の資質向上

新潟青陵大学

【選択】保育者の資質向上

新潟青陵大学

読み聞かせの新たな面を紹介し、実際に体験する講習です。
読み聞かせは多くの園や学校で行われています。そこに、読み
聞かせを通して「生涯にわたって本を読み続ける読書家を育て
【選択】体験しよう！生涯にわた る」という視点が必要です。
る読書家を育てる読み聞かせの 本講習では、アメリカの事例を紹介し、実際に絵本を用いて新し
いタイプの読み聞かせの方法を体験します。読み聞かせの可能
世界
性を広げることが期待できます。
受講の際は、ご自分が読み聞かせたい絵本を数冊持参してくだ
さい。

新潟青陵大学

新潟青陵大学

金沢工業大学

【選択】PBLの実践と評価法

峰本 義明（短期大学部幼児教育学科准教授） 新潟県新潟市

学校教育において従来行われてきた系統学習と現在注目されて
いる問題解決学習、およびそれらの評価法を取り上げる。特に
PBL（ProjectBased Learning）について、その理論的背景と教育 松本 重男（基礎教育部教授）
における意義を概説し、学校現場への適用を考慮して授業方法 木村 竜也（基礎教育部准教授）
と評価法の演習を行う。さらに、教育実践への適用の可能性を受
講者とともに検討する。

石川県野々市
市

6時間 平成30年7月14日

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

金沢工業大学

キャリア教育の理念とその意義や具体的指導方法、及び発達の
段階に即した資質・能力育成の重要性について解説する。また、
【選択】幼保・小・中・高の発達の
学習指導要領改訂に伴うキャリア教育の位置付けと重点化の意 白木 みどり（基礎教育部教授）
段階に即したキャリア教育
義についての理解を深め、実践事例をもとに配慮事項やカリキュ
ラム・マネジメントの方法等を演習を通して習得する。

石川県野々市
市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭
校、認定こども園
養護教諭 （幼稚園型、幼保
連携型）の教諭、
養護教諭

福井医療大学

定型発達を踏まえ、「ことばの遅れ」にはどのような問題があり、
その背景となる発達障害の症状や対応の仕方について学習す
【選択】言語発達障害児－指導と
西尾 桂子（福井医療短期大学リハビリテーショ
る。
福井県福井市
評価－
ン学科言語聴覚学専攻准教授）
さらに発音の異常をきたす小児の発声発語障害（構音障害）につ
いて、その症状や対応の仕方について学習する。

6時間 平成30年7月7日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年6月22日

平30-30313505034号

0776-59-2200

http://www.fgh.jp/fhsu/fhsu.html

福井医療大学

【選択】感情を知る

6時間 平成30年7月7日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年6月22日

平30-30313505035号

0776-59-2200

http://www.fgh.jp/fhsu/fhsu.html

複雑化する感情社会の中にあって、感情の特性を知ることは人
間関係構築にとって重要なことである。本講習では、感情とは何
か、感情に関する最新の脳科学、感情が影響する意思決定、他
人の心を読むことができる能力、そして現在話題になっているAI
と人工感情を知ることなどを通して、現代社会で起こっている感
情現象の理解を深める。

福田 正治（福井医療短期大学看護学科教授） 福井県福井市
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

児童のアレルギー疾患の有病率は高く、現代の健康課題である
アレルギー疾患に対応することが学校保健を考える上で重要な
課題である。そこで、本講習では、気管支喘息・アトピー性皮膚 大口 二美（福井医療短期大学看護学科教授）
福井県福井市
炎・食物アレルギーの病態と生活上の留意点、食物アレルギー 吉田 美幸（福井医療短期大学看護学科教授）
の緊急時の対応、幼児・児童の一次救命処置について演習を含
めて説明する。

受講者募集期間

認定番号

ＵＲＬ

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年7月28日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月13日

平30-30313505036号

0776-59-2200

http://www.fgh.jp/fhsu/fhsu.html

6時間 平成30年7月28日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月13日

平30-30313505037号

0776-59-2200

http://www.fgh.jp/fhsu/fhsu.html

受講人数

電話番号

福井医療大学

【選択】アレルギー疾患とその対
応

福井医療大学

近年、電子媒体で情報を得る機会が多くなり、相手と正面からコ
ミュニケーションを行うことを嫌ったり、恐れたりする子どもが増え
【選択】子どもに健全なコミュニ
藤本 ひとみ（福井医療短期大学看護学科教
ケーション能力をつけるための関 ている。人間は日常生活を営む上で、コミュニケーションが人と人
授）
をつなぐ不可欠な媒体となっている。ここでは基礎看護技術論の
わり方
中で実践しているコミュニケーションについて紹介していく。

福井医療大学

【選択】障がい者スポーツ

障がい者スポーツの振興を図り、その健康の維持増進に寄与す
るために、障がい者のスポーツ指導について専門的な知識と技
能を身につけた人材の育成を図ることを目的とする。障がい者に
とってのスポーツの重要性を再確認するとともに、具体的なス
ポーツ体験を通して本スポーツとの接点や関わりについて学ぶ。

佐治 仁美（福井医療短期大学リハビリテーショ
ン学科理学療法学専攻准教授）
福井県福井市
久保下 亮（福井医療短期大学リハビリテーショ
ン学科理学療法学専攻准教授）

6時間 平成30年8月4日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年7月20日

平30-30313505038号

0776-59-2200

http://www.fgh.jp/fhsu/fhsu.html

福井医療大学

【選択】スポーツ傷害予防～スト
レッチングを中心に～

スポーツ傷害の発生には、運動やトレーニングによる筋・関節の
疲労や柔軟性の低下、筋力不足、筋のアンバランスなどといった
様々な要因が関与しています。そして、スポーツ傷害の予防には 東 伸英（保健医療学部リハビリテーション学科
福井県福井市
ストレッチングが効果的であるとされています。そこで、スポーツ 講師）
傷害発生のメカニズム及び予防法(ストレッチングを中心に)を紹
介します。

6時間 平成30年8月4日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月20日

平30-30313505039号

0776-59-2200

http://www.fgh.jp/fhsu/fhsu.html

福井医療大学

【選択】「いのち」を育てていくこと

生徒の自殺がとりただされる中、教員として何ができるだろうか。
生徒は辛くなったとき、「死」をはじめて意識するようになる。「死」
と「生」は表裏一体のものであり、それは「いのち」という言葉で表 森山 悦子（保健医療学部看護学科講師）
現されている。本講習では人間の根本にある「生きる」について 北川 敦子（保健医療学部看護学科教授）
考え、明日から生徒へどのような対応やケアをしたらよいかを一
緒に考えていきたい。

福井県福井市

6時間 平成30年8月25日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年8月10日

平30-30313505040号

0776-59-2200

http://www.fgh.jp/fhsu/fhsu.html

愛知大学

【選択】教室で歴史をどう伝える
か：
歴史研究と歴史教育（前近代史
編）

歴史学研究と初等・中等教育の歴史教育の関わりについて、日
本史及び中国史の視点から考えていきます。
長井 千秋(文学部准教授)
歴史教育の役割、東アジアという広い視野の導入、歴史解釈と教
廣瀬 憲雄(文学部准教授)
科書の記述の関係、歴史の流れをどのように捉えるのかなどを
具体的な事例によりつつ論ずる予定です。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年10月14日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
の社会科・地歴
科教諭

6,000円

50人

平成30年5月21日～
平成30年5月31日

平30-30341506750号

052-564-6112

http://www.aichiu.ac.jp/

愛知大学

【選択】教室で歴史をどう伝える
か：
歴史研究と歴史教育（近現代史
編）

歴史学研究と初等・中等教育の歴史教育の関わりについて、近
現代の東南アジアと中国、日本との関わりの視点から考えていき
加納 寛(国際コミュニケーション学部教授)
ます。
歴史教育だけでなく、「歴史認識」も取り沙汰される時代である近 三好 章(現代中国学部教授)
代をどう捉えるのか、さらに現代史への見方考え方を、具体的な
事例によりつつ論ずる予定です。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年10月13日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
の社会科・地歴
科教諭

6,000円

50人

平成30年5月21日～
平成30年5月31日

平30-30341506751号

052-564-6112

http://www.aichiu.ac.jp/

愛知大学

前半では、ヨーロッパ言語参照枠（CEFR）の理念を確認し、複言
語・複文化主義や行動志向のアプローチについて解説し、ワーク
ショップも取り入れ参加者の各々の教育現場でのこれからの外
【選択】CEFRと異文化間教育およ
国語教育の在り方を考えます。
片岡 邦好(文学部教授)
び談話のレトリックから見る日英
また後半では、英語を用いる際に日・英語話者が依拠するレト
安達 理恵(地域政策学部准教授)
語比較
リックと談話構造の違いを考察し、簡単な「談話分析」を行いま
す。そして、その特徴の違いが教室場面や授業評価に及ぼす影
響を考えます。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年10月14日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
の英語教諭

6,000円

30人

平成30年5月21日～
平成30年5月31日

平30-30341506752号

052-564-6112

http://www.aichiu.ac.jp/

愛知大学

本講習では、英語を「英語学」の見地から考えます。前半は、学
習英文法ではあまり扱われないものの、英語を理解する上では
大切である文法項目を取り上げて、英語学の見地から講義する
とともに、教育現場での応用について考えます。併せて、英語の
【選択】 英文法の再検討とコーパ
北尾 泰幸(法学部教授)
愛知県名古屋
音声面について取り上げ、英語の音の仕組みについて考察しま
ス言語学
鎌倉 義士(国際コミュニケーション学部准教授) 市
す。後半は、コンピュータに蓄積され、言語処理ができるようにし
た自然言語資料であるコーパスを利用して、英語教育の現場で
語彙指導や文法指導にどのようにそれが活用できるのかを講義
します。

6時間 平成30年10月13日

教諭

中学校・高等学
校の英語教諭

6,000円

30人

平成30年5月21日～
平成30年5月31日

平30-30341506753号

052-564-6112

http://www.aichiu.ac.jp/

愛知学院大学

発達障碍児を抱える保護者とその児童生徒への関わり方につい
て①障碍について、②軽度発達障碍児、自閉症児、知的障碍
【選択】発達障碍児を抱える保護
児、脳性まひ児等の事例研究を通して、③障碍の受容について
者とその児童生徒への関わり方
吉川 吉美（心身科学部教授）
の講義を行う事を通し、普通学校教育あるいは地域教育でどの
について
様な関わりが望まれるかについて、を受講される方々と一緒に考
えたい。

愛知県日進市

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

80人

平成30年5月16日～
平成30年5月20日

平30-30343506951号

0561-73-1111

http://www.agu.ac.jp/

愛知学院大学

特別支援教育へのニーズが高まっている。しかし、特別支援を必
要とする児童生徒の抱える事情はより複雑化しているため、対応
【選択】発達障がい児への理解と が困難なケースが多い。そこで、本講義ではこうした問題を解決
対応 - 子どもをみる視点と対応 する手段のひとつとして、子どもをみる視点について考えたい。子 八田 純子（心身科学部准教授）
の工夫 どもをみる際の視点を変えることは、支援の可能性を広げること
につながる。また、保護者への対応について学びながら、豊かな
支援環境づくりについても考えたい。

愛知県日進市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

80人

平成30年5月16日～
平成30年5月20日

平30-30343506952号

0561-73-1111

http://www.agu.ac.jp/

愛知学院大学

禅宗の大学である愛知学院大学に附置されている坐禅堂での坐
禅実修と、日常の食事管理について咀嚼・嚥下機能の面から評
外ノ池 隆史（心身科学部教授）
価を行い、咀嚼が必要な食事について実習を行い、心と身体の
岡島 秀隆（教養部教授)
両面から自分を確認する。これによって教員自らはもちろんのこ
井澤 幸子（心身科学部教授)
と、児童生徒における心身の健康管理や健康教育にも有益とな
る。講師は、医学、宗教学、栄養学を専門とする３名が担当する。

愛知県日進市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

90人

平成30年5月16日～
平成30年5月20日

平30-30343506953号

0561-73-1111

http://www.agu.ac.jp/

【選択】心と身体のリフレッシュ

福井県福井市
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愛知学院大学

高校教科書に記述されている内容はこれまでの研究の成果が反
映されたものであるが、一方で、記述されなかった成果もあること
【選択】歴史－東洋古代・中世史
を理解することが重要である。また最新の研究成果で新たな歴史 松下 憲一（文学部教授）
の諸問題
像が提示されているところもある。この講義では最新の研究成果
を紹介しながら、教科書の記述の問題点を検討する。

愛知県日進市

6時間 平成30年7月28日

教諭

高校・地歴科教
員 小中学校・社
会科教員

6,000円

20人

平成30年5月16日～
平成30年5月20日

愛知学院大学

「英語教育に関わる理論と実践を概観し、日本の中学校・高校の
【選択】新学習指導要領と英語コ 英語教育の方向性を考える。前半は英語教材の分析と活用法に 杉浦 正好(文学部客員教授）
ついて、後半は授業実践を中心に据え、コミュニケーション能力 藤田 賢（文学部准教授）
ミュニケーション能力
育成を目指す英語教育のあり方を探る。」

愛知県日進市

6時間 平成30年7月28日

教諭

中学校・高等学
校英語教員

6,000円

25人

平成30年5月16日～
平成30年5月20日

【選択】和歌の楽しみ

教科書に掲載されている和歌は、一首全体の視認が可能です。
しかし、朗詠による伝達ということを考えると、最初からぱっと全
体の意味を見て取るという享受の仕方には問題があるのではな
いか。「夕されば小倉の山に鳴く鹿は今宵は鳴かず寝ねにけるか
多門 靖容（文学部教授）
も」に〈隠されたスリル〉はないか。歌の主旨に関係がないと思わ
れている枕詞、序詞は、何のために使用されたのか。また掛詞は
どうなのか。線状性（時系展開）ということを基盤に、歌のスリルと
サスペンスの機構に迫ることを考えます。

愛知県日進市

6時間 平成30年7月28日

教諭

中学校・高等学
校国語教員

6,000円

20人

平成30年5月16日～
平成30年5月20日

愛知工業大学

【選択】フリーソフトと実験による
初歩の電気電子回路

電流や電圧は目に直接見えないため、入門者にとっては分かり
にくいものです。本講習では、まず水流モデルや力学モデルを当
てはめながら、回路の動作に対する感覚を養うと共に、各種の電
気部品や測定器について学びます。その際、回路シミュレータは 森 正和（工学部教授）
理解を助ける強力な道具ですので、その使用方法を習得します。
最後に、LED点滅回路のシミュレーション、回路の組み立て、およ
びシミュレーション結果との比較を行います。

愛知県豊田市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校（理科・技
術）高等学校（理
科・情報・工業）
教諭

6,000円

25人

愛知工業大学

【選択】構造・環境・意匠の視点
から建築を考える

建築学は、家具、インテリア、住宅、学校、高層ビルまで人の営
みに関する幅広いスケールの空間と環境を扱う芸術・工学の学
山田 和夫（工学部教授）
際分野です。本講習では、①建築物の環境負荷低減と長寿命
化、②音環境心理と騒音制御の方法、③建築の歴史と意匠-古 佐野 泰之（工学部准教授）
代から近代まで、の3点について紹介します。建築を題材として、 野々垣 篤（工学部准教授）
具体的な教育の取り組みに活かす手法について意見交換しま
す。

愛知県豊田市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

愛知工業大学

情報教育ならびに各教科において情報技術を活用した実践的な
教育を行うために、次の４つの話題に絞り込んで講習を行いま
す。
【選択】私たちを取り巻く情報科学 （１）コンピュータ囲碁アルゴリズム
（２）自動車生産工程におけるマシンビジョン技術
（３）位置情報システム
（４）情報処理による様々な支援

愛知県豊田市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

愛知工業大学

3Dプリンタに関する歴史および各種3Dプリンタの原理および構造
について講義し、3Dプリンタを利用するために必要不可欠な3DCADについての実習を行います。この3D-CAD実習においては、
【選択】3Dプリンタを用いたものづ それぞれが自由に設計し、3Dプリンタで造形するためのデータを
武田 亘平(工学部講師）
くり体験
作成します。その後，作成したデータを3Dプリンタで造形します。
また、3Dスキャナや3Dモデラー装置に触れ3D-CADとは異なる
3Dデータの作成方法について体験します。最後に、ものづくり教
育における3Dプリンタの利用について討論します。

愛知県豊田市

6時間 平成30年8月22日

教諭

愛知工業大学

東日本大震災では津波により多くの子供たちの命が失われまし
【選択】子供と先生のための防災 た。また、熊本の地震では多くの被害が発生しました。これらの
教育
教訓に学び、教育現場における防災教育について考えてみま
す。

横田 崇（工学部教授）

愛知県豊田市

6時間 平成30年8月22日

愛知工業大学

セラミックス化学、有機化学、分析学、超分子化学の研究分野を
例に、我々が暮らす社会の中で、それらがどのように関わってい
【選択】未来社会を担う化学－社
るか、持続的な社会の成長のためにどのような役割を担っている
会での役割と研究最前線－
かについて、講師の専門分野での最新トピックスを紹介しなが
ら、概説します。

平野
森田
手嶋
釘宮

愛知県豊田市

愛知学院大学

伊藤 雅（情報科学部教授）
塚田 敏彦（情報科学部教授）
梶 克彦（情報科学部准教授）
澤野 弘明（情報科学部准教授）

正典（工学部教授）
靖（工学部教授）
紀雄（工学部教授）
愼一（工学部教授）

実社会のあらゆる分野で、情報を伝達したり、説明したり、説得し
たりする場面が増えているため、社会人としてのプレゼンテーショ
ン能力が仕事の成果に影響をもたらしています。また、教育の現
場でも参加型学習が取り入れられ、発言や発表の機会が増え、
石井 成美（経営学部教授）
プレゼンテーション能力が学習効果を左右するようになってきまし
た。
本講習では、プレゼンテーションの基礎知識とテクニックを解説
し、プレゼンテーションの実践的な総合演習を行います。

愛知工業大学

【選択】教育現場でも役立つビジ
ネスプレゼンテーション

愛知産業大学

小・中学校および高等学校における鑑賞教育の意義と在り方に
ついて、海外の事例も参考にしながら再考します。講義形式では
なく、教育現場における実際的な問題点や疑問点を参加者ととも
【選択】教育現場の美術鑑賞につ
に出し合い、議論しながら進めるワークショップ形式の講習としま 杉山 奈生子（大学院造形学研究科准教授）
いて考える
す。事例として扱う対話型鑑賞法は、学力としての「観察力」「批
判的思考力」「コミュニケーション力」を育むものであり、美術に限
らず、様々な教育プログラムに応用できます。

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平30-30343506954号

0561-73-1111

http://www.agu.ac.jp/

平30-30343506955号

0561-73-1111

http://www.agu.ac.jp/

平30-30343506956号

0561-73-1111

http://www.agu.ac.jp/

平成30年5月7日～
平成30年5月18日

平30-30346505174号

0565-48-8121

http://www.ait.ac.jp/

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月18日

平30-30346505175号

0565-48-8121

http://www.ait.ac.jp/

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月18日

平30-30346505176号

0565-48-8121

http://www.ait.ac.jp/

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,000円

20人

平成30年5月7日～
平成30年5月18日

平30-30346505177号

0565-48-8121

http://www.ait.ac.jp/

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月18日

平30-30346505178号

0565-48-8121

http://www.ait.ac.jp/

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校（数学・理
科・技術）高等学
校（数学・理科・
工業）

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月18日

平30-30346505179号

0565-48-8121

http://www.ait.ac.jp/

愛知県豊田市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月18日

平30-30346505180号

0565-48-8121

http://www.ait.ac.jp/

愛知県岡崎市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年6月30日

平30-30347506015号

0564-48-4801

http://www.asu.ac.jp
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

愛知産業大学

組織はあらゆるリスクを包含しつつ運営（経営）されている。学校
もその例外ではない。本講習では、１）リスクマネジメントの基礎、
２）学校におけるリスク分析、３）セクハラ・パワハラ等に関して事
加藤 晃（経営学部教授）
【選択】リスクマネジメントと組織コ
業会社における事例を中心にディスカッションを行う。
山﨑 方義（経営学部教授）
ミュニケーション
また組織は円滑な運営のために、組織内外の関係者に対して広
報等のコミュニケーション活動を行う必要があり、学校のコミュニ
ケーション活動について事例を交え考える。

愛知県岡崎市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年6月30日

平30-30347506016号

0564-48-4801

http://www.asu.ac.jp

愛知産業大学

建築は、建物の設計や工事、監理だけでなく、芸術、人々の暮ら
し、歴史文化、社会のしくみにまで広くかかわる学問分野です。本
講習は、日本と世界の建築・芸術に関する歴史、環境計画、イン
【選択】建築文化の学び－生活・
テリア、子どもの環境デザインなどの観点について事例を交えて
デザイン・産業・倫理－
紹介し、建築文化の世界から見える生活・デザイン・産業・倫理の
理解と教育普及へのその応用、空間づくり、空間演出のあり方な
どについて、適宜意見交換を行いながら進めます。

石川
武田
加藤
矢田

清（造形学部教授）
雄二（造形学部教授）
吉宏（造形学部教授）
努（造形学部教授）

愛知県岡崎市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校及び中学
校・高等学校（工
業・技術・家庭）
教諭

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年6月30日

平30-30347506017号

0564-48-4801

http://www.asu.ac.jp

愛知淑徳大学

現職教員が教室での授業において扱うことの多い教材を中心に
取り上げ、古典、現代文（文学分野・評論）、作文及び国語教育
のあり方に関して、新しい視点から問題を提起しながら、学習指
【選択】国語科教育の最新事情と
導要領に基づき、生徒たちが言語活動を豊かにし、読むこと書く
魅力ある授業作り
ことに興味・関心を抱くとともに、発表を中心とした話すことに長け
た表現力を身に付けさせるための授業づくり案についての講座を
開設する。

久保
吉田
竹内
外山
永井
小池
授）

朝孝（文学部教授）
竜也（文学部常勤講師）
瑞穂（文学部准教授）
愛知県長久手
敦子（初年次教育部門教授）
市
聖剛（創造表現学部教授）
秀男（教職・司書・学芸員教育センター教

愛知淑徳大学

松本 青也（特任講師）
日頃から授業で直面している指導上の課題、インターネット社会・
川上 綾（交流文化学部講師）
グローバル社会の中にあって「英語を学ぶ」ことにはどういう意義
MILLER Adam Lｅｅ（ＥＰＩＣインターナショナルス
【選択】「生きる力」を育む英語教 があるのか、また異質な言語としての英語をどのように指導する
クール代表）
育―授業に言語活動をどのよう のか、などの問題意識に基づき、学習者に自立を促す指導方法
ＭＯＬＤＥＮ Ｄａｎｎｙ Ｔ．（グローバル・コミュニ
を実践するためのノウハウを5人の講師による講座で提案する。
に取り込むか―
ケーション学部教授）
現職教員が再度、英語および英語教育の基本を確認し、指導技
ＭｃＧＥＥ Ｊｅｎｎｉｆｅｒ Ｊ．（グローバル・コミュニ
術のさらなるレベルアップが図れるよう配慮する。
ケーション学部教授）

愛知淑徳大学

学習指導要領の内容を踏まえ、子どもたちが興味・関心をもちな
がら学ぶことができる理科教育の指導法、伝統的な言語文化に
親しむことができる国語科における古典指導、発達段階に応じた
【選択】小学校・特別支援学校の
体育の指導の在り方,目標と授業づくりについて理解を深める外
教諭対象「選択領域」講座
国語教育の指導、確かな学力を確立するための算数の指導法、
そして一人ひとりに応じた特別支援教育の在り方などを学ぶ講座
を開設する。

佐藤
中嶋
松田
星野
松井
佐藤

学校を取り巻くICT環境や情報教育の現状を把握するとともに、
授業設計や学習スタイルについて考え、ICTをどのように活用す
【選択】教育におけるICTと情報メ れば、児童・生徒とのインタラクティブな授業を生み出し、効果を
椙山女学園大学
上げるられるか、実践事例を紹介するとともに、ICTを活用して教
ディアの活用
材等を作り出すことや様々な問題を児童生徒が自ら解決していく
力をつける授業づくりを考える。

鳥居
亀井
松山
宮下

18時間

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

18,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月25日

平30-30348505069号

0561-62-4111

http://www.aasa.ac.jp/

愛知県長久手
市

18時間

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

18,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月25日

平30-30348505070号

0561-62-4111

http://www.aasa.ac.jp/

成哉（文学部教授）
真弓（文学部教授）
秀子（文学部教授）
将直（文学部教授）
千代（岐阜聖徳学園大学非常勤講師）
賢（文学部准教授）

愛知県長久手
市

18時間

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

教諭

小学校・特別支
援学校教諭

18,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月25日

平30-30348505071号

0561-62-4111

http://www.aasa.ac.jp/

隆司（文化情報学教授）
美穂子（文化情報学部准教授）
智恵子（文化情報学部准教授）
十有（文化情報学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月2日

教諭

教諭

6,000円

80人

平成30年5月7日～
平成30年5月15日

平30-30357505437号

052-781-6466

http://www.sugiyamau.ac.jp/

バランスのよい食生活は健康を維持し、健康増進にも寄与する。
しかし食生活の乱れは老化や生活習慣病を招く要因ともなってい 大口 健司（生活科学部准教授、生活科学研究
【選択】生活習慣の改善と健康増 る。厚生労働省は健康づくりキャッチフレーズや食事バランスガイ 科准教授）
愛知県名古屋
椙山女学園大学
進、食育の課題
ドを紹介し、超高齢社会を乗り切る方策を示した。そこで生活習 大木 和子（生活科学部教授）
市
慣の改善と健康増進の観点から最近の知見から対策を考える。 加賀谷 みえ子（生活科学部准教授）
また食育の観点から食文化の継承のあり方についても考える。

6時間 平成30年8月2日

教諭
栄養教諭

中高家庭科教
諭、栄養教諭

6,000円

60人

平成30年5月7日～
平成30年5月15日

平30-30357505438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3日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

6,000円

150人

平成30年5月7日～
平成30年5月15日

平30-30357505439号

052-781-6466

http://www.sugiyamau.ac.jp/

時代の要請に適合すべく、特殊機能が付与された繊維に着目
し、消費者が要求している特性・機能を付与するための基本的な
考え方と、その加工技術について説明する。我々は、周囲のモノ
を見て、空間を体感しながら生活を続けている。人の心理・行動
椙山女学園大学 【選択】家庭科の最新研究と課題
特性とモノ・空間との関連性について、基礎的な概念や具体的な
事例を紹介しながら概説する。リーマンショック以降に推し進めら
れた、フィンティック革命とは何か理解するとともに、フィンティック
革命前後の違いと、その課題について考える。

上甲 恭平（生活科学部教授、生活科学研究科
教授）
愛知県名古屋
橋本 雅好（生活科学部准教授、生活科学研究
市
科准教授）
前川 俊一（現代マネジメント学部教授）

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭、中
高家庭科教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月15日

平30-30357505440号

052-781-6466

http://www.sugiyamau.ac.jp/

本講座は「国語科の指導法」と題し、現代文・古典・文章表現とい
う３つの点から、国語科の指導にかかわる話題や問題を受講者
に提起する。《現代文》は高校国語の教材を取りあげながら、教
材と現代社会とを結ぶ試みをおこなう。《古典》は作品享受・受容
過程を押さえながら、日本文化の理解を見据えた古典教育の方
法を探る。《文章表現》では先天的な学習障害というものを念頭
に置いた上での日本語表現の技法について考える。

高橋 麻織（日本学術振興会特別研究員）
広瀬 正浩（国際コミュニケーション学部准教
愛知県名古屋
授）
市
堀田 あけみ（国際コミュニケーション学部教授）

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭、中
高国語科教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月15日

平30-30357505441号

052-781-6466

http://www.sugiyamau.ac.jp/

椙山女学園大学

【選択】神経発達症群（発達障
害）の理解と対応

椙山女学園大学 【選択】国語科の指導法

子どもの発達に関して、特に自閉スペクトラム症（ASD）、注意欠
如・多動症（ADHD）、限局性学習症（SLD）等、神経発達症群（発
達障害）が問題となっている。これらは二次障害が発生しやすい
こともあり、早期に気づき、適切に対応することが重要である。障
害の特徴や対応の基本的な考え方などについて、小児神経学・
特別支援教育等の観点から検討する。また、神経発達症がある
子どもへの発達臨床や学校場面での支援の実際を検討する。

中島 正夫（教育学部客員教授）
矢野 博明（非常勤講師）
宮川 充司（教育学部教授、教育学研究科教
授）
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

椙山女学園大学 【選択】学校における救急救命

講習の概要

担当講師

本講座では、学校で起こりうる児童・生徒の健康問題を取り上
げ、その症状と対応について説明する。講義では、児童・生徒の
健康問題における概要と、心臓性突然死、頭部外傷、食物アレ 生田 美智子（看護学部准教授）
ルギー反応、１型糖尿病に焦点を当てた原因(要因)と症状および 佐原 弘子（看護学部教授）
対処方法について説明する。また、講義中に症状確認など簡単 竹井 留美（看護学部講師）
な演習も行う。ロールプレイでは、講義での対処方法について実
践形式で説明を行う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

教諭
教諭、養護教諭、
養護教諭
栄養教諭
栄養教諭

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月6日

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月7日

教諭

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月15日

平30-30357505442号

052-781-6466

http://www.sugiyamau.ac.jp/

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月15日

平30-30357505443号

052-781-6466

http://www.sugiyamau.ac.jp/

椙山女学園大学

グローバル化の推進に併せて、次期学習指導要領では、小学校
の外国語活動が小学校3年生まで引き下げられると同時に5・6年
【選択】小学校の外国語教育の方 生では教科化され、「聞く」「話す」に「読む」「書く」ことも教えるこ
と、成績評価も必要となる。こうした学習指導要領の改訂ポイント
法と実践
と、実際にどのように教えていくのか、先行実施事例も紹介しな
がら、検討していく。

椙山女学園大学

コンピュータのハードウェアとソフトウェアの仕組みを理解し、体感
的に学ぶことは、プログラミング的思考力の必要性を実感するこ
【選択】コンピュータとプログラミン とであり、コンピュータを介した人と現実社会との関わりを知るた 鳥居 隆司（文化情報学部教授）
めのひとつの方法である。マイコンとセンサ、LEDなどを基板に取 加藤 良将（文化情報学部助手）
グ基礎
り付け、コンピュータの働きを実感し、プログラミングを体験しなが
ら、プログラミング的思考力や授業の工夫について考える。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月7日

教諭

教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月15日

平30-30357505444号

052-781-6466

http://www.sugiyamau.ac.jp/

情報化社会では、問題解決のために情報技術が活用され、論理
的思考力の育成が重視されている。そして、オープンデータが活
用されることで、新たな価値が創造され、より良い社会が形成さ
鳥居 隆司（文化情報学部教授）
【選択】プログラミング教育とオー
れていく。本講座では、次期学習指導要領における情報活用能
椙山女学園大学
向 直人（文化情報学部准教授）
プンデータの活用
力やプログラミング教育についての知見を得るとともに、地方自
治体が提供しているオープンデータを基にデータの可視化や分
析の方法を学び、各教科での活用について考える。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月8日

教諭

教諭

6,000円

45人

平成30年5月7日～
平成30年5月15日

平30-30357505445号

052-781-6466

http://www.sugiyamau.ac.jp/

マイケル ストックウェル（国際コミュニケーション
愛知県名古屋
学部准教授）
ポール リー ルメ（国際コミュニケーション学部 市
准教授）

6時間 平成30年8月8日

教諭

中高英語科教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月15日

平30-30357505446号

052-781-6466

http://www.sugiyamau.ac.jp/

小磯 透（スポーツ科学部教授）
光山 浩人（スポーツ科学部教授）
近藤 良享（スポーツ科学部教授）
瀧 克己（スポーツ科学部教授）

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月2日

教諭

中学校保健体育
科・高等学校保
健体育科教諭向
け

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月25日

平30-30360506531号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭向
け

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月25日

平30-30360506532号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学校国語科・
高等学校国語科
教諭向け

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月25日

平30-30360506533号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp

この講座では、中高の英語教育で欠落しがちなリスニングとス
ピーキング力をどのように授業内で向上させるかを、本学部の英
語教育の一環であるプロジェクトの授業をモデルとして学びます
(発表型授業に必要な文法・読解・リスニング・スピーキング、生
徒のパフォーマンスを助けるためにクラス内で使える英語のイン
ストラクション）。講座はすべて英語で行われます。

宇土 泰寛（教育学部教授、教育学部長）
林 敏博（客員教授、名古屋国際センター相談
員）
廣澤 義晴（名古屋市立野田小学校教頭）

椙山女学園大学

【選択】外国語（英語）教育の課
題と方法

中京大学

・健康教育の概要とその実際。HQCにおける、特性要因分析、
チェックリストの実際とその効果。
・成長期の生徒におけるスポーツ傷害の治療と予防について、基
【選択】健康・スポーツに関する指 礎的知識から最新の知見まで情報提供する。
・現代社会における体育・スポーツの諸問題についてスポーツ哲
導
学・倫理学的アプローチにより問題解決の方向性を探る。
・良い“遊び”は社会性育成に大切である。また、学級経営にも役
立つ。“楽しさ”の学習への役立ちを講じたい。

中京大学

中教審答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策に
ついて」（2015年12月）は、「教職員一人一人が自らの専門性を
発揮するとともに、心理や福祉等の専門スタッフ等の参画を得
【選択】生徒指導に関する学校と
井上 陽子（国際教養学部非常勤講師）
て、課題の解決に求められる専門性や経験を補う」必要性を指摘
関係機関との連携
丹下 加代子（国際教養学部非常勤講師）
している。本講座では、子どもの貧困問題、不登校、非行等に関
わってきた専門家によるケース・スタディを中心に、学校と関係機
関との連携のあり方について検討する。

中京大学

【選択】新しい国語科指導

・新聞、小説、エッセイ、報告書等、多様なジャンルの文章を特徴
付ける要因を統計的に分析、実態について解説し、文章作成教
育への応用に言及する。また日本語データベースの国語教育へ
の利用についての解説を行う。
宮内 佐夜香（文学部准教授）
・日本文学の主要作品について、主に「春秋優劣」をテーマに、時 佐々木 俊臣（文学部客員教授）
代縦断的に取り上げて新教材としての可能性を追究し、日本文
化の伝統について考察しつつ、アクティブ・ラーニングの題材とし
て活用する実践例を考えたい。

中京大学

【選択】道徳教育

・「考え、議論する道徳」への転換と言われている近年の道徳教
育政策の動向を概観し、今後の道徳教育のあり方を考える。
原口 友輝（国際教養学部准教授）
・ヨーロッパ評議会が開発・推進してきた人権教育実践の一部を
体験する。またその背景にある経験学習論について考察する。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭向
け

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月25日

平30-30360506534号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp

中京大学

【選択】ワークショップ：協同学習
を創る

日本協同教育学会が開発した協同学習の進め方の基本習得の
ためのワークショップを行う。受講者参加型の講習となる。
水谷 茂（名古屋学院大学非常勤講師）
①協同の考え方に立つ学習観・教育観
②授業で使える協同の技法

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭向
け

6,000円

24人

平成30年5月7日～
平成30年5月25日

平30-30360506535号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp

中京大学

【選択】ワークショップ：協同学習
を創る

日本協同教育学会が開発した協同学習の進め方の基本習得の
ためのワークショップを行う。受講者参加型の講習となる。
水谷 茂（名古屋学院大学非常勤講師）
①協同の考え方に立つ学習観・教育観
②授業で使える協同の技法

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭向
け

6,000円

24人

平成30年5月7日～
平成30年5月25日

平30-30360506536号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

・社会における性差、地域差、世代差などの多様性が言葉に与
える影響について具体例を挙げ、学校教育の視点から考察す
吉川 寛（国際英語学部非常勤講師）
る。
・多言語社会の言語政策、言語状況、教育の現状を、特にインド 榎木薗 鉄也（国際英語学部教授）
の事例を踏まえて報告する。教育言語、母語の重要性、英語の
功罪、言語学習負担、インドの教育問題等について考察する。

講習の開催地

時間数

愛知県名古屋
市

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭向
け

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月25日

平30-30360506537号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp

6時間 平成30年8月22日

栄養教諭

栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月16日

平30-30363506928号

052-801-1979

https://www.tokaigaku
enu.ac.jp/pickup/license/
index.html

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教諭
栄養教諭

栄養教諭、養護
教諭、保健体育
教諭・家庭科教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月16日

平30-30363506929号

052-801-1979

https://www.tokaigaku
enu.ac.jp/pickup/license/
index.html

中京大学

【選択】言葉への理解を深める

東海学園大学

本講座は栄養教諭向けの講習である。学校で必要な栄養学の基
【選択】子どもの心身に関わる食・ 礎知識として、食物アレルギーの基礎、ビタミン・ミネラルの基礎
を学ぶ。また子どもの栄養教育を行う上で必要な栄養カウンセリ
健康教育の基礎知識
ング法の基礎、さらには時間栄養学（生活リズムと栄養）を学ぶ。

寺嶋
白石
東山
授）
中出
授）

東海学園大学

部活動やクラブ活動等でスポーツをする児童・生徒に対し、どの
【選択】スポーツをする児童・生徒
ような栄養教育を行うとよいか、子どもの身体の発達を踏まえた
への効果的な栄養教育方法
スポーツ栄養学の観点から学ぶ。

加藤 忠（東海学園大学健康栄養学部教授）
松島 佳子（愛知淑徳大学健康医療科学部准 愛知県名古屋
市
教授）
高柳 尚貴（東海学園大学健康栄養学部助教）

東海学園大学

梶岡 多恵子（教育学部教授）
本講座では、①身体組成からアプローチする肥満の予防改善と
村松 常司（スポーツ健康科学部教授）
【選択】養護教諭のためのスキル 体力づくりについて、②小･中学生のレジリエンス（精神的回復
石田 敦子（教育学部講師）
力）からの健康支援について、③医薬品の正しい理解と健康との
アップ講座Ⅲ（健康教育）
糸魚川 政孝（スポーツ健康科学部教授）
関わりについて、④身体の仕組みと働きについて学ぶ。
加藤 忠（健康栄養学部教授）

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月21日

養護教諭

養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月16日

平30-30363506930号

052-801-1979

https://www.tokaigaku
enu.ac.jp/pickup/license/
index.html

東海学園大学

本講座では、最新の医学情報を取り入れた救急処置を学ぶ。ま
た、救急医療の基礎を学び、創傷の発生機序、検査･診断･治療 野口 宏（教育学部特任教授）
【選択】養護教諭のためのスキル
法・応急処置などを理解する。学校現場でのヒヤリハット事例か 石田 妙美（教育学部准教授）
アップ講座Ⅰ（学校救急処置）
らヘルスアセスメント・バイタルサインに着目した救急処置のあり 高瀬 加容子（教育学部講師）
方を学ぶ。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月22日

養護教諭

養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月16日

平30-30363506931号

052-801-1979

https://www.tokaigaku
enu.ac.jp/pickup/license/
index.html

東海学園大学

〇養護教諭･保健室の５S（整理･整頓･清潔･清掃・しつけ）
〇養護教諭の視点で捉えたマネジメント
【選択】養護教諭のためのスキル 〇健康相談と保健室来室時の初期対応
林 典子（教育学部客員教授）
アップ講座Ⅱ（養護教諭に求めら 養護教諭は、子どもの現代的課題の対応に当たり、学校内や地
石田 敦子（教育学部講師）
域の関係機関との連携などが求められている。本講座では、養
れる資質・能力）
護教諭に求められる資質として、マネジメント力やコーディネー
ター力、健康相談について学ぶ。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月23日

養護教諭

養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月16日

平30-30363506932号

052-801-1979

https://www.tokaigaku
enu.ac.jp/pickup/license/
index.html

愛知県北名古
屋市

6時間 平成30年8月17日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30372506393号

0568-24-3010

http://www.nua.ac.jp/

子どもたちは表現遊びをする時に何を楽しんでいるのでしょうか。
午前の講座では、表現遊びを体験的に経験し、その実践を分析
してみましょう。
【選択】「表現・言葉の世界へよう また、午後からは平成30年度より実施の新しい幼稚園教育要領 南 元子（人間発達学部准教授）
名古屋芸術大学
こそ！」
の領域「言葉」では、「３内容の取り扱い（４）幼児が生活の中で、 久保 博光（人間発達学部准教授）
言葉の……」の部分が新たに加わった。この部分をどのように解
釈したら良いかを考えると共に、今までの園での実践を振り返り
ながら新たな指導方法や教材を模索します。

愛知県北名古
屋市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30372506394号

0568-24-3010

http://www.nua.ac.jp/

テキスタイルは繊維の構成物です。人は古来からは身の周りに
ある動植物から繊維を採取して、生活用具をつくってきました。本
講座では、繊維を構成する作業を通してその一端に触れ、テキス
扇 千花（芸術学部教授）
名古屋芸術大学 【選択】テキスタイルのつくりかた タイルに囲まれて生きていることを考察します。それにより造形的
松本 宜子（芸術学部非常勤講師）
な視点を豊かにするための知識や、表現における創造的な技能
を高め、多様な発想や構想、表現力を育み、教育内容の理解を
深め、指導力の向上を目指します。

愛知県北名古
屋市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校美術科教諭

6,000円

16人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30372506395号

0568-24-3010

http://www.nua.ac.jp/

本講習では、「学校」という世界の入り口で期待と不安をもつ小学
校低学年児童の実態を踏まえ、体験活動によって学び方や知
識・技能を獲得していく生活科の特徴及びその授業の展開を、講 鎌倉 博（人間発達学部准教授／名古屋芸術
【選択】幼児期から学童期の体験
名古屋芸術大学
義や演習を通して学びます。
大学附属クリエ幼稚園園長）
と表現による学習活動
午後からは、形や色によるコミュニケーションで、生活を美しく豊 松實 輝彦（人間発達学部准教授）
かにする表現領域である図画工作科について、講義と簡単な実
技演習を通して、その学びを再検討します。

愛知県北名古
屋市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30372506396号

0568-24-3010

http://www.nua.ac.jp/

美術の授業において、何を描かせたらいいのか分からない。こん
な場面に出くわしたことはありませんか。描くモチーフは実は身の
回りに溢れる程あるのに、ただ気づいていないだけなのかもしれ
【選択】絵画制作～日常の風景を ません。見慣れた日常の風景を視点を変えて見、大胆にトリミン
名古屋芸術大学
中澤 英明（芸術学部教授）
切り取る
グし、単純な線で描いた上に、装飾的要素を加え、固有色にとら
われず自由に色を置いてみるだけで、ありきたりだった世界が、
新鮮でお洒落な輝く世界に変わるかもしれません。そこから、指
導力の向上を目指します。

愛知県北名古
屋市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校美術科教諭

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30372506397号

0568-24-3010

http://www.nua.ac.jp/

名古屋芸術大学 【選択】子どもの貧困と学校

正治（東海学園大学健康栄養学部教授）
則之（東海学園大学健康栄養学部教授）
幸恵（東海学園大学健康栄養学部准教 愛知県名古屋
市
美代（東海学園大学健康栄養学部准教

６人に１人の子どもが相対的貧困家庭で養育されている現状に
ついて、「子どもの相対的貧困率」、「子どもがいる現役世帯の貧
困率」、「小中学生の就学援助率」や事例等から理解する。そして
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」等、子どもの貧困対策 伊藤 貴啓（人間発達学部教授）
の施策について把握し、貧困がもたらす子どもへの影響、セーフ
ティネットとしての学校のあり方、学校と外部機関との連携・協
働、貧困の連鎖を断ち切る教育の保障について講習する。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

前半では、指揮をするための基礎的な知識・技術の習得および
実践を行います。指揮の動きと関連性について研究し、指揮法基
【選択】指揮法－合奏教材を中心 礎の習得をめざします。後半では、実際に合奏の指揮をしつつ、
名古屋芸術大学
に－
指揮においてのポイントおよび作品の表現方法を研究していきま
す。応用的な指揮法にも触れ、改めて≪指揮指導法≫を見直し、
更なる向上を目指します。

担当講師

講習の開催地

時間数

依田 嘉明（芸術学部教授）
髙谷 光信（芸術学部非常勤講師／ウクライナ・ 愛知県北名古
チェルニーゴフフィルハーモニー交響楽団常任 屋市
指揮者／大阪芸術大学芸術学部客員准教授）

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校音楽科教諭及
び吹奏楽指導担
当者

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30372506398号

0568-24-3010

http://www.nua.ac.jp/

南山大学

【選択】効果的な教材の開発

このコースでは、教材の開発における問題点や、英語の授業をよ
り創造的で楽しく効果的にするための教材の使い方について調
査検討を行います。グループワークや討論、共同研究課題を行 CRIPPS，Anthony（外国語学部教授）
います。参加者は自分の授業で使用している教材を持参してい
ただくことになります。最終試験を含め、すべて英語で行います。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年7月25日

教諭

高等学校英語科
教諭

6,000円

15人

平成30年5月22日～
平成30年6月5日

平30-30378504627号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp

南山大学

【選択】フランス語教育における
授業デザイン

中学・高校におけるフランス語教育の目標や課題について検討
するところから始める。次にヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）な
どの指標やICTなどのツールを活用した実践事例を紹介し、利
茂木 良治（外国語学部准教授）
点・問題点について話し合う。また、これらを活用して、中学・高
校のフランス語の授業においてどのような学習活動が実現可能
か考える。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月3日

教諭

中学校・高等学
校フランス語科教
諭

6,000円

10人

平成30年5月22日～
平成30年6月5日

平30-30378504628号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp

南山大学

【選択】税制をめぐる近年の動き
について

最近マスコミ等で取り上げられている所得税、消費税等の税制に
ついて、税の歴史等をふまえてその概要を説明し、今後の課題
岸野 悦朗（経済学部教授）
について考える。また、国税での税に関する賦課・徴収の実務に
ついても取り上げる。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月4日

教諭

中学校社会科、
高等学校公民科
教諭

6,000円

30人

平成30年5月22日～
平成30年6月5日

平30-30378504629号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp

南山大学

外国語教育の方法として現在主流となっているコミュニカティブ・
アプローチ（Communicative Language Teaching Approach）に枠
組みを限定して言語教材を考察する。英語学習教材をどのように
【選択】コミュニカティブ・アプロー
作成すればよいのか、あるいは既存の教材をいかにして英語教 松永 隆（国際教養学部教授）
チと教材作成
師自身の目的に合ったものに修正して活用するのか、実際に使
用した教材をどのように評価すればよいのかという視点から、実
習、体験学習型の講義内容となっています。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

25人

平成30年6月5日～
平成30年6月19日

平30-30378504630号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp

南山大学

英語を総合的にとらえた統合的な授業の一例を提案します。
Readers Theatre (RT) 英語音読劇を利用して、読解、文法、音
読、英語表現（音声解釈）を一体的に学びます。講座内容は、1.
【選択】総合的英語の統合的な指 理論的背景講義、2.実践参加型ワークショップ、3.発表による試
験です。これまでのRT研究から、1.音読学習授業を補う、2.深い
導―音読劇の利用―
読解が可能になる、3.学力試験とは別の尺度で学習成果を表し
得る、4.協同的に学び、互いに貢献して諸課題を解決する、5.教
科「英語」ではなく、言語「英語」を実感することが明らかです。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校・中学校・
高等学校英語科
教諭

6,000円

40人

平成30年6月5日～
平成30年6月19日

平30-30378504631号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp

南山大学

【選択】教員としての自分の力と
可能性の再発見

この講習は、実習をとり入れたワークショップ形式で行います。ＡＩ
（Appreciative Inquiry）アプローチとナラティヴ・アプローチにもと
づき、自分の中のポジティブな力を見つけていきます。参加者同 大塚 弥生（法学部准教授）
士の対話を通して、自分にとっての教職の意味や価値を発見、再
確認することを目指します。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月25日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

24人

平成30年6月5日～
平成30年6月19日

平30-30378504632号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp

南山大学

統計学は幅広い分野で客観的に物事を判断するために必要な
学問です。現行の学習指導要領では高校の数学Ⅰに「データの
【選択】統計学―データ解析入門 分析」が導入され、社会的にもその重要度が増しています。本講
松田 眞一（理工学部教授）
―
習では身近なデータを題材に統計学の考え方を涵養し、判断力
を高めることを目的とします。実際のデータ解析で用いる手法も
解説します。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月30日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

20人

平成30年6月19日～
平成30年7月3日

平30-30378504633号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp

南山大学

中学校、高等学校の数学教育では、問題をつくり変えて新しい性
質を発見する活動や、複数の解法を比較しあう活動が知られて
【選択】証明問題を発展的に考察
いる。本講座では、これらの活動を含めた、問題を発展的に考察 佐々木 克巳（理工学部教授）
する手法
する活動のもとになる手法について、証明問題に焦点を絞って解
説し、その手法を適用した例を挙げ、理解を深める。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年9月1日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

20人

平成30年6月19日～
平成30年7月3日

平30-30378504634号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp

南山大学

拼音と簡体字の問題、発音の指導法、語法の指導法、語彙の問
題および視聴覚教材の活用の5項目について検討を行う。まず中
【選択】効果的な中国語教育を目 国語を教授する前提として拼音と簡体字が使用されるようになっ
中 裕史（外国語学部教授）
指して
た経緯とその得失、それらの今後について展望する。続いて実際
に授業を進める上で必要となる発音や語法の指導法、外来語の
受容という側面からみた語彙の成立等について考えてみる。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年9月8日

教諭

中学校・高等学
校中国語科教諭

6,000円

10人

平成30年6月19日～
平成30年7月3日

平30-30378504635号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp

南山大学

【選択】スペイン語教授法ワーク
ショップ

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年12月15日

教諭

中学校・高等学
校スペイン語科
教諭

6,000円

15人

平成30年9月11日～
平成30年9月25日

平30-30378504636号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp

日本福祉大学

近年、いじめや不登校を含む教育福祉的な課題や、児童生徒が
あらゆる人（々）のしあわせを願い、実現することをめざす福祉教
育実践に関する課題など、学校での教育/福祉的課題への対応
【選択】学校における福祉的課題
が重要であるといわれています。本講習では、福祉教育、教育福 野尻 紀恵（社会福祉学部准教授）
～すべての子どもの権利が守ら
祉、スクールソーシャルワークなどの切り口から「学校における福 小林 洋司（社会福祉学部助教）
れる学校づくり～
祉（学習）」をキーワードとする諸課題を検討し、教育現場におい
て先述の問題について考える手がかり、心構えについて学んで
いきます。

愛知県半田市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭

教諭・養護教諭

6,000円

72人

平成30年5月8日～
平成30年7月10日

平30-30380506580号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp/

浅野 享三（短期大学部教授）

中学・高校レベルでスペイン語教科を担当している教諭諸氏を対
象として、実際に使われているテキストを教材に、初学習者の学 ESCANDON，Arturo（外国語学部教授）
生を対象とするスペイン語教育において、どのような言語活動が 泉水 浩隆（外国語学部教授）
可能か、受講者と共に実践的に考える。
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愛知県半田市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校教
諭・養護教諭

6,000円

72人

平成30年5月8日～
平成30年7月10日

平30-30380506581号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp/

日本福祉大学

思春期、青年期に生じやすい「心の問題」あるいは精神疾患をめ
ぐり、学校で注意すべきポイントなどについて解説します。なかで
もいじめによるトラウマ、抑うつや自傷行為、ないしは摂食障害、
【選択】思春期に生じる心の問題
パーソナリティ障害や統合失調症などに重点をおくとともに、さら 大饗 広之（子ども発達学部教授）
へのアプローチ
に解離傾向やアスペルガー的傾向の拡がりによって若者の心が
つかみにくくなっている状況のなかで、どうやって彼らの心にアク
セスすればいいのかについて考えたいと思います。

愛知県半田市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭・
養護教諭

6,000円

72人

平成30年5月8日～
平成30年7月10日

平30-30380506582号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp/

日本福祉大学

近年、貧困・格差の拡大が大きな社会問題になっています。とり
わけ、貧困な家庭に育った子どもたちの将来に貧困が再生産さ
れたり、貧困な家庭で児童虐待のリスクが高まったりするなど、
【選択】子どもを取り巻く貧困問題
貧困問題のしわ寄せが子どもたちに及んでいることは深刻な問
と教育の課題
題です。本講習では、保育や児童家庭福祉のさまざまな切り口
から「子どもの貧困」を学び、教育現場での課題を考える材料を
提供します。

愛知県半田市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

6,000円

72人

平成30年5月8日～
平成30年7月10日

平30-30380506583号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp/

日本福祉大学

【選択】支援を必要とする児童生
徒のICT活用の在り方について

支援を必要とする児童生徒におけるICTの活用やそれに関係す
る支援技術について学びます。講義だけでなく、タブレット端末等
のICT機器を使った演習等を行います。講義内容は、特別支援学
校での活用だけでなく、小中高等学校に在籍する発達障害のあ 金森 克浩（スポーツ科学部教授）
る子どもへの活用などについても検討し、これからのインクルー
シブ教育システムでどのように活用すればいいかということにも
触れていきます。

愛知県半田市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

50人

平成30年5月8日～
平成30年7月10日

平30-30380506584号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp/

日本福祉大学

【選択】地域研究の素材としての
知多半島ものづくりの歴史

知多半島のものづくりおよびものづくりの周辺にあるさまざまな事
柄を素材に、時代の移り変わりについて考えます。身近なもの、
知多半島らしいものを取り上げ、そこから各時代・時期のありさま 曲田 浩和（経済学部教授）
と知多半島の特質を読み解きます。本学知多半島総合研究所の 高部 淑子（日本福祉大学非常勤講師、日本福 愛知県半田市
研究成果を還元し、さまざまな角度から知多半島のものづくりの 祉大学知多半島総合研究所研究員）
歴史をみることにより、地域を活かした授業を展開する方法・素
材を提供します。

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地理歴史・公
民）教諭

6,000円

72人

平成30年5月8日～
平成30年7月10日

平30-30380506585号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp/

日本福祉大学

前半は、分離・別学の特殊教育から多様な困難・ニーズをもつ子
どもの学習や発達を保障する特別支援教育・特別ニーズ教育へ
の転換の概要とその教育について理解を深める。後半は、特別
石井 智也（スポーツ科学部助教）
【選択】特別支援教育の理解と教 支援教育の課題として、障害等の困難をもつ子どもの「子ども理
大宮 ともこ（神戸大学附属特別支援学校副校 愛知県半田市
解」と「授業づくり」という視点から、子どもの要求や願いをくみ取
育実践のあり方
長）
り、共同して文化をつくりあげていく教育実践の在り方について検
討する。本講座は、特別な支援を必要とする子どもたちと関わる
先生方の受講を推奨します。

6時間 平成30年8月23日

特別な支援を必
要とする児童・生
教諭
徒へ関わる教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

72人

平成30年5月8日～
平成30年7月10日

平30-30380506586号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp/

教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地理歴史・公
民）教諭

6,000円

72人

平成30年5月8日～
平成30年7月10日

平30-30380506587号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
18,000円
校の英語科教員

30人

平成30年5月8日～
平成30年7月10日

平30-30380506588号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp/

講習の名称

講習の概要

担当講師

日本福祉大学

本講習は①“気になる子”を理解するためのミニ講義②肯定的な
支援の考え方と対応の提示③経験や事例に基づく討論やワーク
【選択】“気になる子”の理解と対 などから構成する予定です。対象は幼児期から小学校前半の発
応～幼稚園・小学校でだれもが 達段階にある児童です。関わり経験の有無は問いませんが、未 堀 美和子（子ども発達学部准教授）
経験の場合参加しづらいワークがあること、逆に経験豊富な先生
楽しく過ごせるために～
にとっては基本的な内容の振返りとなる可能性があることを含ん
だ上でご参加を検討下さい。

渡邊 忍（社会福祉学部教授）
中村 強士（社会福祉学部准教授）

学生がフィールドに出て研究活動をすることは、予期せぬ問題に
直面することになり、自ら問題を解決する能力を育むことにつな
がります。本講習では、大学生が知多半島などで実施した地域
原田 忠直（経済学部准教授）
研究の活動内容を具体的に紹介するとともに、その教育的な効
果や実施するうえでの課題について考えます。社会科や生活科、
総合学習や体験学習での教材化にも配慮して講習を行います。

日本福祉大学

【選択】地域研究の実践

日本福祉大学

コミュニケーション力の育成という観点から、中学、高等学校での
英語教育を改めて概観し、学習指導要領の目標実現のための実
践的指導法を学びます。英語教師自らの英語力維持・向上と指
【選択】中学・高校における望まし 導技術の向上という二つの柱で構成し、①受信と発信のバランス 小倉 美津夫（国際福祉開発学部教授）
い英語指導法
に配慮した英語教授の基本的技術、②英語教師自らも学習者の 米津 明彦（国際福祉開発学部教授）
ロールモデルとして言語活動に参加し、実践的な授業体験、③教
師自らも準備段階から英語を駆使するプロジェクト型学習を取り
入れた授業の紹介および体験なども行います。
綿棒を用いて立体造形をおこなう。習作として基本立体を組み合
わせてより複雑な構造物へと展開し、単一部材による造形の可
能性を探求する。自由課題「まとう」では、習作の経験を活かして
身体に装着する立体作品に取り組む。自然がつくる身体の有機
的な造形と、人工的な幾何学造形との対峙、融合を試みる。これ 石川 泰史（芸術学部教授）
により、具象表現に頼らない抽象美の追究と理解、感情に因らな
い感性による選択、および制作における動的な発見と予測など、
自身の予想を超える到達点に導くための学習体験のあり方を考
察する。

成安造形大学

【選択】綿棒を使った立体造形

成安造形大学

モネ、ルノワール、ドガ、セザンヌ、ゴーガン、ファン・ゴッホといっ
た西洋近代絵画の巨匠たちの作品は、児童・生徒にも親しみや
すいものといえる。日本国内の美術館が所蔵する作品を中心に
【選択】日本で見られる西洋近代
彼らの画業をふりかえり、印象派・ポスト印象派を中心とする近 千速 敏男（芸術学部教授・副学長）
の名画
代美術の意義を再考する。図画工作や美術における鑑賞教育に
ととまらず、国語教育における表現の理解、歴史教育における近
代とその文化の理解などをすすめる。

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

開設者名

愛知県半田市

愛知県東海市

6時間 平成30年8月29日

18時間

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

受講人数

電話番号

滋賀県大津市

6時間 平成30年7月31日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

20人

平成30年6月4日～
平成30年6月15日

平30-30389506834号

077-572-7800

http://www.seian.ac.jp/

滋賀県大津市

6時間 平成30年7月31日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭

7,000円

40人

平成30年6月4日～
平成30年6月15日

平30-30389506835号

077-572-7800

http://www.seian.ac.jp/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

版画技法のひとつであるシルクスクリーン（孔版）を体験し、版を
使った表現の可能性を探る。描くことと異なり、版を用いて刷り上
げる課程では、素材や技法の特性を活かした独特な表現など、と
きに応じて様々なアイディアを盛り込むことができる。本講座で
伊庭 靖子（芸術学部教授）
は、教育現場における多様な造形表現のひとつとしての版画に
ついて理解を進め、孔版の原理を知り製版から印刷までを体験
することで、描くことでは得られない形や色彩が生み出される仕
組みを学ぶ。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（美
術）、高等学校教
諭（美術･工芸）

7,000円

20人

平成30年6月4日～
平成30年6月15日

平30-30389506836号

077-572-7800

http://www.seian.ac.jp/

知的障害児と平均児が共通のフレームワークのうえで共に遊ぶ
ことができる、アートワークショップについて考えるとともに体験す
【選択】インクル-シヴ・ワ-クショッ
る。午前中は最近の障害学において知的障害児や発達障害に 島先 京一（芸術学部准教授）
プの考え方
ついてどのように考えられているか概略を学び、午後は設定した
いくつかのワークショップで実際に取り組み、実践的に考える。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭、養護教
諭

6,000円

30人

平成30年6月4日～
平成30年6月15日

平30-30389506837号

077-572-7800

http://www.seian.ac.jp/

成安造形大学

ものを見て描くことは「対象の魅力を発見し、その魅力をいかに
表現するか」という学習です。そうした学習は「身近な日常に魅力
を発見する力（習慣）」を育み、日々を生き生きと過ごす幸せにつ
【選択】風景をモチーフとした絵画 ながる。「描くことで気づく魅力や感動」もたくさんある。主なモ
永江 弘之（芸術学部教授）
チーフである「人、もの、風景」の中でも、時間や天候で刻々と変
表現指導
化する風景の表現は一番難しく感じるかもしれない。本講座は、
教育現場での活用を考えた講義と実技を通して写実・デフォルメ・
演出といった風景表現にアプローチする講座です。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（美
術）、高等学校教
諭（美術･工芸）

6,000円

20人

平成30年6月4日～
平成30年6月15日

平30-30389506838号

077-572-7800

http://www.seian.ac.jp/

成安造形大学

【選択】映像
－教育現場での活用とシナリオ
作成－

シナリオとは場面の構成や人物の動き・台詞などを文字で書いた
映像の設計図です。この講習では教育現場で必要となる映像を
制作するため、シナリオの理解と実制作を行ないます。まずシナ
リオの概念や具体例を学びます。次いで実制作の第一段階とし 櫻井 宏哉（芸術学部教授）
て教育現場で必要とされる映像制作（例：授業内容の解説動画、
行事の告知など）を想定し目的、対象、テーマなどコンセプトを計
画します。第二段階としてシナリオを作成します。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭
中学校教諭
高等学校教諭

6,000円

20人

平成30年6月4日～
平成30年6月15日

平30-30389506839号

077-572-7800

http://www.seian.ac.jp/

成安造形大学

キャラクターは現代社会で大きな影響力を持ち、その種類も様々
である。この講座では、キャラクター文化の背景を踏まえ「人はな
【選択】キャラクターの役割とデザ ぜキャラクターに惹かれるのか」を解説し、さらに教育現場で利用
まつむら まきお（芸術学部教授）
できるキャラクター（自画像、似顔絵、動植物の擬人化など）のデ
イン
森田 存（芸術学部助教）
ザインと描写の実習を行う。キャラクターは誰にも描けるものであ
－教育現場での活用－
り、キャラクターの作成を通じて教材製作や生徒との交流へと役
立てる方法を見出す。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月3日

教諭
養護教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭、養護教
諭

6,000円

20人

平成30年6月4日～
平成30年6月15日

平30-30389506840号

077-572-7800

http://www.seian.ac.jp/

びわこ学院大学

子どもの心は、成長とともに大きく揺れ動くことがあります。時に
は、気持ちが不安定にみえたり、何を考えているのかわからなく
なったりすることもあります。そうした状態が正常な成長の中でみ
【選択】子どものメンタルヘルスの られる一時的なものであることも多いのですが、背後に心の病気
平松 恵子（教育福祉学部 教授）
が隠れていることもあります。
理解とその対応
本講習では心の病気についての解説、子どもの心と向き合って
いく方法、学校で取り入れやすい予防的・開発的取り組み、困っ
た時の相談先などについてお話させていただきます。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

135人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506974号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

【選択】幼児音楽

○「幼児の発声法」幼児にどのように発声したら高い声や美しい
声が出るのかを音の出るボールを制作し、実際に使用しながら発
声練習をする。
○「手本となる歌い方から２重唱」自分の歌い方を再確認したうえ
で、曲を歌う。
内山 育子（教育福祉学部 講師）
○「コードネームによるピアノ伴奏法」講習前半：講義
竹下 則子（京都聖母女学院短期大学 児童教
育学科 講師）
講習後半：実技 ※教員が巡回し、個人レッスンを約4～5分行
う。
○「リトミック」実技
○振り返り

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506975号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

【選択】幼児音楽

○「幼児の発声法」幼児にどのように発声したら高い声や美しい
声が出るのかを音の出るボールを制作し、実際に使用しながら発
声練習をする。
○「手本となる歌い方から２重唱」自分の歌い方を再確認したうえ
で、曲を歌う。
内山 育子（教育福祉学部 講師）
○「コードネームによるピアノ伴奏法」講習前半：講義
竹下 則子（京都聖母女学院短期大学 児童教
育学科 講師）
講習後半：実技 ※教員が巡回し、個人レッスンを約4～5分行
う。
○「リトミック」実技
○振り返り

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506976号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

２０１８年度から幼稚園教育要領改訂、保育所保育指針改定と認
定こども園教育・保育要領改訂となりました。保育内容のねらい
と内容は「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として具体的な
【選択】領域「言葉」における実践
杉本 榮子（びわこ学院大学短期大学部ライフ
姿が明確化されました。
法
デザイン学科 講師）
本講習では、領域「言葉」の改訂の基本的な考え方を学ぶととも
にいくつかの課題に取り組み言葉を交わす喜びを味わい、専門
職としての言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

36人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506977号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

成安造形大学

【選択】版画・孔版
－シルクスクリーン版画を体験
する－

成安造形大学

びわこ学院大学
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

小中学校において、学習面・行動面で配慮を要する児童生徒は
6.5％在籍していると報告されている。その対応を、特別支援学級
だけではなく、通常の学級においてどのように対応するかをユニ
バーサルデザインの授業と合理的配慮の視点から講義をする。 藤井 茂樹（教育福祉学部 教授）
あわせて、保育園・幼稚園、高等学校における支援の在り方につ
いても論じ、就労に向けた取組についても事例を通して講義す
る。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭

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

6,000円

135人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506978号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月9日

養護教諭

養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506979号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

【選択】トレーニング（運動）の理
論と実践

スポーツ運動に関わる運動関節の特性や動きの基本について理
解を深めるとともに、なぜパフォーマンスの向上に筋力・パワーの
改善が要求されるのか？また、筋力やパワーの体力要素が、運
動技術や運動フォームの習得とどのような関わりをもつのかにつ 稲岡 純史（教育福祉学部 教授）
いて考える。更に、各種スポーツ種目の競技特性を明らかにした
上で、トレーニングの特異性の原則から、競技特性を踏まえた効
果的なトレーニング方法について模索する。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中学校・高等学
校体育科教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506980号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

発達障害については、自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害
を代表に、脳の機能不全を前提に知的な遅れがないにもかかわ
らず、特別な支援が必要な子どもと考えられています。それぞれ
の障害の特性を理解することは大切ですが、障害を越えた発達
【選択】発達障害／自閉症の理解
黒田 吉孝（教育福祉学部 教授）
の課題や教育の課題についても理解する必要があると考えま
と支援
す。また、環境の重要性も指摘されています。講義では、障害を
越えた発達の課題や教育の課題に注目したいと思います。また、
自閉症に視点をあて、その障害と発達の基本についても、理解を
深めたいと思います。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校教諭・高
等学校教諭・特
別支援学校教
諭、養護教諭

6,000円

135人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506981号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

【選択】スポーツとこころ／こころ
とからだ

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月10日

教諭

中学校・高等学
校体育科教諭

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506982号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

地域のくらしを理解する上で、その器となるすまいの特徴を把握
【選択】「生活」教科に民家研究の
丸山 俊明（びわこ学院大学短期大学部 ライフ 滋賀県東近江
するには、民家研究の成果を応用することが有効です。その民家
成果を応用する
デザイン学科 教授）
市
研究の概要を説明し、簡単な演習を行います。

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506983号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

平成２９年４月から、地域とともある学校づくりは、「努力義務」と
なり、全国の公立学校では、その取組が開始しました。
【選択】学校教育と地域が協働で
今日の子どもたちの教育課題を地域とともに解決していくための
子どもを育てる －コミュニティ・
新たなシステムや手法について、学ぶ機会とします。
高木 和久（教育福祉学部 准教授）
スクール及び地域学校協働活動
滋賀県では、長浜市、湖南市全域でこの取組が開始されていま
のこれから－
す。また、大津、草津、近江八幡、彦根等でも開始されようとして
います。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月12日

教諭
養護教諭

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

6,000円

135人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506984号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

【選択】運動遊び指導の実践力

「気づき」や「感じる」「非認知能力」等をキーワードに、幼児期か
ら小学校低学年あたりまでの運動遊びの実践を通して、こころと
奥田 愛子（教育福祉学部 准教授）
からだの発達からみた効果的な運動遊びの内容やその指導につ
いて考える機会としたい。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月12日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506985号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

・特別支援教育の滋賀県の現状と課題について考える。
【選択】特別支援教育／子どもと
・アセスメントおよび具体的な指導上の配慮や工夫など、取り組
の関わり方の工夫
みを進めていくための手掛かりについて考える。

後藤 真吾（教育福祉学部 講師）

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月13日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭、養護教

6,000円

135人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506986号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

高橋 容子（びわこ学院大学短期大学部ライフ
デザイン学科 講師）

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月13日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

35人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506987号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月13日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506988号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

【選択】発達障害／インクルーシ
ブ教育

びわこ学院大学

平成29年3月に文部科学省で策定された「現代的な健康課題を
抱える子供たちへの支援 ～養護教諭の役割を中心として～」を
【選択】現代的な健康課題を抱え
踏まえ、学校における児童生徒の健康課題解決の進め方（①基 岩崎 信子（教育福祉学部 准教授）
る子どもたちへの支援
本的な進め方、②対象者の把握、課題の背景の把握、③支援方
針・支援方法の検討）について、演習を通して学ぶ。

スポーツにおける「こころ」の重要性について触れる。「競技ス
ポーツ」を行う場合、「健康スポーツ」を行う場合、そして「指導者」
という立場になった場合など、様々なスポーツ場面における「ここ
竹内 早耶香（教育福祉学部 講師）
ろ」のあり方やその理論、そして心理的諸問題の予防法・対処法
など、スポーツの実践や運動場面に役立つようなスポーツ心理学
の有益な知見を紹介する。

「豊かな表現とは、個性を伸ばす表現力についての追及」
・個々の特性を認め、笑顔になれる表現、造形遊びについて
・乳幼児期の造形表現による発達過程と特性につて
・遊びを土台とする造形表現の楽しさ、不思議さについて
・表現をすることが好きになる遊びや教材研究について
・心がワクワクする造形表現の実践について

びわこ学院大学

【選択】造形表現

びわこ学院大学

AIの急速な進化で，人間の教育も変化せざるを得なくなってきま
した。その影響は，新学習指導要領にも少し反映されています
が，もっと根源的な変化を予想しないと10年もたないのではない
【選択】AI(人工知能）と共存する でしょうか。本講習では，次の４点についてお話ししたいと考えて
時代の教科教育 －理科教育を います。
東田 充弘（教育福祉学部 教授）
例にして－
１．新学習指導要領の「主体的･対話的で深い学習」とは
２．情報論的学習論：人間の学習
３．３つの理解の経路：必然性のある教材開発
４．モデルによるイメージ化

びわこ学院大学

【選択】最近の若者を取り巻く問
題とレジリエンス（こころの回復
力）サポートについて

最近の若者の自己肯定感、自尊心の低さが懸念されています。
しかし、レジリエンスを高めるためのサポートやケアがあれば、生
内藤 紀代子（教育福祉学部 准教授）
きる力につながります。若者がおかれている現状の問題を紹介し
ながら支援する大人の課題について考える講義となっています。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月16日

教諭
養護教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭、養護教
諭

6,000円

135人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506989号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

【選択】子どもの造形活動

幼児の「造形活動」を幼児教育の立場から解説するとともに、水
彩絵の具、クレパス、粘土、紙などさまざまな材料を使い造形の
諸要素について実技を交えて講習します。小学校教育との連続
性をふまえた幼児期の造形表現について考えます。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月16日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506990号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

山成 昭世（京都聖母女学院短期大学 児童教
育学科 准教授）
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びわこ学院大学

【選択】学校教育における武道
（剣道）が担うもの

2017（平成29）年3月に公示された新中学校学習指導要領では、
武道において伝統や文化に関する指導の充実を図るとしている。
本講習では、武道の特性を理解するとともに、それらの技術と考
え方がどのように変化し、発展してきたかを簡単な実技を体験し 村山 勤治（教育福祉学部 教授）
ながら理解を深める。また、学校教育における武道が果たす役割
を明らかにするために、武道がもつ日本固有の伝統文化に触れ
ながら、これからの学習内容と具体的な指導法を紹介する。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月16日

教諭

中学校・高等学
校体育科教諭

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506991号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

近年、子どもの貧困問題は大きな社会問題となっており、教育現
場では、教職員と外部人材であるスクールソーシャルワーカー等
【選択】子どもの貧困の理解と支 の連携がより重要になってきている。本講習では、子どもの貧困
竹澤 賢樹（教育福祉学部 講師）
の現状を把握し、貧困問題の要因を探るとともに、子どもたちの
援
学習環境を整えるための適切な支援について理解することをね
らいとする。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭

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

6,000円

135人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506992号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

体力低下問題の一つとして、積極的に運動する子とそうでない子
との二極化が指摘されてきました(中教審答申,2008)。体育の授
【選択】小学校の体育事業におけ
業は、運動が得意な子も、苦手な子も共に学ぶ時間です。体育
深田 直宏（群馬県桐生市立神明小学校 教
るボール運動の授業づくり －運
授業の中で、運動が苦手な子が、楽しさを感じ積極的に授業に取
諭）
動の苦手な子も楽しめる体育授
り組むようになれば、運動に向かうきっかけになるかもしれませ
業－
ん。本講習では、小学校体育授業のボール運動を取り上げ、運
動が苦手な子も積極的に参加できる授業作りを考えていきます。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校教諭

6,000円

35人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392506993号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

京都女子大学

国語の中でも古典の分野における教材として、主に上代文学の
分野で『万葉集』などの和歌、中世文学の分野で室町時代物語
川島 朋子（文学部准教授）
【選択】国語教材と古典文学―上
（御伽草子）や芸能である能・狂言を取り上げ、古典の授業にお
池原 陽斉（文学部講師）
代・中世を中心に―
いて必要な古典文学に対する幅広い知識、最新の研究などの内
容を提供する。

京都府京都市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校国語科教
諭・高等学校国
語科教諭（ただ
し、女性に限る。）

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-30404505395号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

京都女子大学

平成２９年公示の新小学校学習指導要領第２章第１節国語につ
いて、目標及び内容等の全体構造や具体的な指導事項等を取り
【選択】新学習指導要領を生かす 上げて、その趣旨を解説します。また、「言葉による見方・考え方
水戸部 修治（発達教育学部教授）
を働かせ、言語活動を通して国語の資質・能力を育成するとは」、
小学校国語科の授業づくり
「国語科における主体的・対話的で深い学びをどう具体化する
か」といった視点から、国語科の授業づくりの在り方を考えます。

京都府京都市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭（ただ
し、女性に限る。）

6,000円

100人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-30404505396号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

京都女子大学

新学習指導要領に対応した小学校社会科授業づくりに関して，メ
【選択】「社会的な見方・考え方」 ディアリテラシーの視点から，児童が「社会的な見方・考え方」を
を磨く社会科授業づくり―メディア 働かせながら，既習の知識・技能や資料を活用して思考し，深く 松岡 靖（発達教育学部准教授）
学ぶことができる授業デザインや授業展開について，具体的な事
リテラシーの視点から―
例を通して学びます。

京都府京都市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭（ただ
し、女性に限る。）

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-30404505397号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

京都女子大学

【選択】算数科における主体的・
対話的で深い学びを実現する教
材研究

算数科における「主体的・対話的で深い学び」を実現するため
に、主体的・対話的な学びにつなげるペア・グループ活動に関す
る講義と、数学的な見方・考え方の観点から、学習内容の本質や
坂井 武司（発達教育学部准教授）
系統性を捉え、深い学びにつなげる教材研究の演習を行う。ま
た、算数科におけるプログラミング学習についても、図形教材を
例に演習を行う。

京都府京都市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭（ただ
し、女性に限る。）

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-30404505398号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

【選択】「学校保健」を概観する

学校保健の歴史・制度・組織を概観し、学校保健活動における保
健管理と保健指導について学ぶ。また、学校安全と食育を加えな
がら、具体的な学校保健活動を通して、関連機関や人的資源と
の連携について学び、学校保健における今日的な課題解決に向
鹿間 久美子（家政学部教授）
けた取り組みについても理解する。
前半で学んだ概論に基づいて、学校保健安全計画に沿って、具
体的な活動の場面が理解できるように、項目ごとの具体例を通し
て学びを深める。

京都府京都市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭

小学校教諭・養
護教諭（ただし、
女性に限る。）

6,000円

30人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-30404505399号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

【選択】平和研究

「マイノリティーの子どもたちの教育と日本社会－子どもの権利条
約から考える―」というテーマで、平和研究の観点から考えます。
みなさんが日頃の教育実践の中で感じられている課題と合わせ
市川 ひろみ（法学部教授）
て共に学ぶ機会としたいと思います。講習では、講義と映像資料
を用いて、みなさんとのディスカッションを深めていく方法で行い
ます。

京都府京都市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校社会科教
諭・高等学校公
民科教諭（ただ
し、女性に限る。）

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-30404505400号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

京都造形芸術大
【選択】アートの時間
学

表現領域においては、美術館でのワークショップの事例を紹介
し、実際のワークショップを体験します。鑑賞領域においては、対 鷹木 朗（芸術学部教授）
話による名画の鑑賞と彫刻作品の触察を行ないます。授業研究 濱元 伸彦（芸術学部准教授）
では、実践例を取り上げながら授業者が発表を行ない、これにつ 岡本 康明（芸術学部非常勤講師）
いて講習参加者全員による意見交換を行ないます。

京都府京都市

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（主に図画工作・ 20,000円
美術を担当する
方）

25人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-30406505455号

075-791-9243

http://www.kyotoart.ac.jp/

京都文教大学

我が国の伝統や文化を尊重する心を育成するためには、教員自
身が日本の伝統や文化について関心を深めることが重要であ
る。本講習では、宇治の風景・人々の暮らしを伝える資料や文学
作品などを鑑賞しながら、日本文化の昔と今を検証し、「次世代 千古 利恵子（京都文教短期大学幼児教育学
に伝える文化」について考える。なお、伝統文化継承の今日的課 科教授）
題を明らかにするために、宇治の伝統文化の一つ「鵜飼」を取り
上げる。課題提示にあたり、ゲストスピーカーに鵜匠を迎え、鵜飼
の現状を知る時間を設ける。

京都府宇治市

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

50人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506034号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都女子大学

京都女子大学

【選択】宇治の文化と文学

18時間
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担当講師

講習の開催地
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講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年6月16日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教
諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506035号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

受講人数

電話番号

京都文教大学

【選択】学校教育での芸術療法
（コラージュ療法）の利用

コラージュとは、雑誌やパンフレットなどの既成の絵や写真をはさ
みで切って、台紙の上で構成し、糊で貼り付けるシンプルな方法
である。これを講師は1987年に箱庭療法を参考にコラージュ療法
として提案した。以後、教育・医療・福祉・矯正分野で広く用いら
森谷 寛之（臨床心理学部臨床心理学科教授） 京都府宇治市
れている。本講習ではコラージュ制作実習を通じて方法を学び、
教員自身が自分でその効果を確かめる。また、この体験をもとに
して、生徒の作品をよりよく理解できるようにする。生徒とのコミュ
ニケーションとして芸術療法が利用できることを学んでいく。

京都文教大学

【選択】ＮＩＥ・新聞活用講座

ＮＩＥ（教育に新聞を）について、学校教育におけるＮＩＥの意義や
授業での新聞活用を解説します。また、各教科での新聞活用の
橋本 祥夫（臨床心理学部教育福祉心理学科
仕方・授業の方法などについてのワークショップ・演習を通して、
准教授）
日常の授業実践での新聞の活用方法を探ります。現場の授業に
すぐ役立つ内容です。

京都府宇治市

6時間 平成30年6月30日

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

36人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506036号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

【選択】家族システムから子ども
の課題と家族支援を考える

子どもは家族とともに成長します。そして、子どもの問題や課題
は、子どもが属する家族システムの「一つのあらわれ」であること
が少なくありません。教師が子どもに関する様々な問題事象に取
柴田 長生（臨床心理学部教育福祉心理学科
り組むには、家族の問題を避けて通ることが出来ません。この講
教授）
座では、家族を「システム論」の立場からとらえ、子どもの課題が
示す意味やその対応について、また、そのために必要な家族理
解と家族支援について考えます。

京都府宇治市

6時間 平成30年7月21日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教
諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506037号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

生活科の教育原理を踏まえ、気付きの質を高め、学ぶ意欲を育
てる生活科学習について、理論と子どもの実際の姿から学びま
寺田 博幸（臨床心理学部教育福祉心理学科
【選択】気付きの質が高まり、学 す。
ぶ意欲が育つ生活科学習の展開 子どもに取り組ませたいという教師の願いと子どもが「やってみた 教授）
い、やってみよう」という思いをすりあわせながら、探究活動の醍
醐味を味わわせる指導と評価について考察していきます。

京都府宇治市

6時間 平成30年7月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506038号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

【選択】子どもとかかわる身体

教育者が人的環境であることは周知のことである。子どもが身体
で訴えている何かを感じると同時に、安心できる雰囲気を醸し出
し対応できる教育者の身体性について検討したい。具体的には、
本山 益子（京都文教短期大学幼児教育学科
身体で他者と響きあうこと・つながることを実感するために、ゲー
教授）
ムや身体表現遊び（幼稚園・小学校低学年向け）を行う。さらに、
講義においては、エピソードなども手がかりに、身体コミュニケー
ションに纏わる問題の検討につなげる。

京都府宇治市

6時間 平成30年7月26日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

36人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506039号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

本講習では、近年注目されつつあるマインドフルネスの考え方を
紹介し、児童生徒自身がそれぞれ自分自身を見つめ、自己理解
【選択】体験で学ぶマインドフルネ を深め、同時に、心身のバランスを自己調整する基本を、描画表
濱野 清志（臨床心理学部臨床心理学科教授） 京都府宇治市
現、気功による身体表現などを通して、体験的に理解できるよう
スを生かす教育
にします。また、教師自身の体験的理解をもとに児童生徒の生活
上の自己理解と自己調整を促進する手立てを学びます。

6時間 平成30年7月27日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教
諭

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506040号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

【選択】絵本、再発見

子どもに関わる媒体として、絵本はとても身近なものでしょう。講
習では、一方的な読み手から解放され、改めて絵本の魅力を再
発見できる機会を提供したいと思います。臨床心理学的な視点を
通して、いろいろな角度から教育現場での絵本の効果的な活用 三林 真弓（臨床心理学部臨床心理学科教授） 京都府宇治市
法に迫ります。読み聞かせの実践もおこないます（幼稚園・小学
校低学年向け）。日頃から絵本が好きな方、絵本についてディス
カッションをしたい方にご参加いただきたく思います。

6時間 平成30年7月27日

教諭

幼稚園・小学校
（低学年）教諭

6,000円

24人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506041号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

【選択】絵本、再発見

子どもに関わる媒体として、絵本はとても身近なものでしょう。講
習では、一方的な読み手から解放され、改めて絵本の魅力を再
発見できる機会を提供したいと思います。臨床心理学的な視点を
通して、いろいろな角度から教育現場での絵本の効果的な活用 三林 真弓（臨床心理学部臨床心理学科教授） 京都府宇治市
法に迫ります。読み聞かせの実践もおこないます（幼稚園・小学
校低学年向け）。日頃から絵本が好きな方、絵本についてディス
カッションをしたい方にご参加いただきたく思います。

6時間 平成30年7月30日

教諭

幼稚園・小学校
（低学年）教諭

6,000円

24人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506042号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

こころの理解では、臨床の実践から子どものこころをとりまく課題
を解説する。また、現場で活用できる描画法を用いた演習によっ 岡本 浄実（臨床心理学部教育福祉心理学科
【選択】子どものこころとからだの て、子どもの心を理解する方法を学ぶ。からだの理解では、多様 准教授）
理解
な動きをつくる運動遊びを体験し、遊びを通した学びについて演 島田 香（臨床心理学部教育福祉心理学科講
習を通して学ぶ。また、講義では、生活リズムに注目し幼児期・児 師）
童期の端末との関わり方を現場の実践例から解説する。

京都府宇治市

6時間 平成30年7月30日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506043号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

よい学級は、子どもが生き生きと過ごし、自分の可能性を伸ばし
ているという実感をもっています。そのような学級を創り出すため
の、授業や学級マネジメントの方法を紹介します。現場から生じる
【選択】授業と学級経営の相乗効
大前 暁政（臨床心理学部教育福祉心理学科
さまざまな問題、教師の悩み等をふまえながら、理論だけでなく
果で子どもの可能性を伸ばす
准教授）
現場ですぐに役立てられる実学を修得することを目的としていま
す。学級経営と授業を関連させていくことで、相乗効果が得られ
ることを、実例をもとに解説します。

京都府宇治市

6時間 平成30年7月31日

教諭

小学校教諭

6,000円

70人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506044号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

京都文教大学

①本講座ではヒトの体温調節機構，運動時の水分出納や夏季の
運動に相応しい服装を学ぶことにより，体育の授業や部活動に
おける熱中症予防の方法を修得する。
【選択】体育の授業や部活動にお
②夏季の部活動においては、身体を環境に順化させ，効果的な
ける熱中症予防対策
練習やフィジカルトレーニングを行うことが求められることから，本
講座では，競技スポーツの指導の側面から，暑熱順化トレーニン
グの方法を修得する。

担当講師

久米 雅（京都文教短期大学食物栄養学科講
師）
山下 篤央（京都文教短期大学ライフデザイン
学科講師）

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

京都府宇治市

6時間 平成30年7月31日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506045号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

LINE、Twitter、Instagram等のソーシャルネットワーキングサービ
ス（SNS)を通して、私たちの生活はとても便利になっている一方
で、これらに関わる事件もたびたび生じています。子どもはSNSで
【選択】子どもを取りまくSNS世界
何を体験しているのでしょうか。本講座では、子どもをとりまくSNS 佐藤 映（臨床心理学部臨床心理学科講師）
の心理と教育
世界の心理について体験的に学んでいただきながら、子どもが
SNSを利用する際に注意すべきことや、どのような教育を行うべ
きなのかについて、受講生と共に考えたいと思います。

京都府宇治市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円

36人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506046号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

①教員や子どもたちの健康に関する正しい知識と望ましい食習
慣を身につけられるよう、国民健康・栄養調査などに基づいて、ラ
イフステージ毎の栄養の現状と課題を示して講義し、具体的な取
【選択】栄養教育と食の安全の観 り組みについて演習する。
②健全な食生活の実現には、食の安全に関わる正しい知識を身
点から食育を捉える
につけて、適切な判断力を養うことが必要となる。リスク分析を
キーワードとして、食の安全に関する科学的な視点を養う食育に
ついて理解を深める。

京都府宇治市

6時間 平成30年8月2日

教諭
栄養教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506047号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

日本列島に弥生文化が花開いていた頃、世界はどのような社会
であったのだろうか。東アジアと西欧の二地域に展開していた都
市文化をスライド写真で辿りながら往時の都市文化を覗いてみ
る。中国の秦・漢の時代、都は関中平野の咸陽や長安に設けら
山中 章（三重大学人文学部名誉教授、京都文
【選択】比較、古代の都市文化～
京都府宇治市
れていた。そこには始皇帝陵や漢の諸皇帝陵を産み出した熱い
教大学非常勤講師）
スライドで歩く世界の古代都市～
エネルギーの塊があった。一方、西欧の雄・ローマ帝国は西はイ
ングランドから東は中東まで、広大な土地に｢ローマ都市文化｣を
花咲かせていた。それらの共通点としての都市文化と、相違点と
しての支配の論理について考えてみたい。

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校・中学校・
高等学校（社会
科系科目）教諭

6,000円

70人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506048号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

音遊びや創作活動は、創造性を培うとともに、音を介した児童・生
徒間、また教師と児童・生徒間のコミュニケーションを育む場でも
あります。午前は、臨床心理学的観点から音遊びの土台となる感 堀内 詩子（臨床心理学部教育福祉心理学科
【選択】音遊びや創作活動を通し
助教）
覚について体験的に学び、午後は、音遊びや即興表現ワーク
て育む子どもの力
ショップにおいて、「音楽づくり」への道しるべとなる創造プロセス 牧野 淳子（京都文教大学非常勤講師）
を共有体験します。専門的な知識・技能等は必要ありませんの
で、どなたでも安心して受講いただけます。

京都府宇治市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

25人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506049号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

小・中・高校時代は、様々な対人関係を通して社会性を身につけ
ながら、一方で「自分らしさ」という個性を形成していく心理的課題
に満ちた時期です。この時期には、身体的・社会的にも大きな変
松田 真理子（臨床心理学部臨床心理学科教
【選択】教師と子どものためのメン 化をともない、精神的不調が起こりやすくもあります。本講習で
授）
京都府宇治市
タルヘルス
は、この時期に子ども達が直面する様々な心理的課題や精神的
平尾 和之（臨床心理学部臨床心理学科教授）
不調、孤食や不規則な食生活に纏わる課題、摂食障害など精
神・身体面での問題、そして子ども達を育み守る教師自身のメン
タルヘルスについて、その理解と具体的対応・援助を学びます。

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭、栄養
教諭

6,000円

270人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506050号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

教員のコミュニケーション能力を問う。コミュニケーションは、人間
関係の始まり、関係の構築・維持・発展の全てに関わる。児童・
生徒、教員、保護者、地域との関係等、教員のコミュニケーション
【選択】教員としてのコミュニケー
森川 知史（京都文教短期大学ライフデザイン
能力は重要で、求められるのは、話し方だけでなく、聞き方、相手
ション能力を高める
学科教授）
の受けとめ方、非言語の理解法等、多様だ。コミュニケーション能
力が如何なるものかを知り、自分の能力の問題点に気づき、自
分のあり方を補正して行けるよう進めたい。

京都府宇治市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円

150人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506051号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学

【選択】「資質・能力」を育む算数
科の授業づくり

「アクティブラーニング」 と「見方・考え方」をキーワードに、「資質・
能力」を育てる小学校算数科の授業の理論と実際について実践
的に学びます。「数学的活動」による小学校算数の授業改善につ 亀岡 正睦（臨床心理学部教育福祉心理学科
いて具体的に解説します。小学校算数科における内的活動と外 教授）
的活動双方に目を向け、「主体的・対話的で深い学び」を実現す
る算数科の学習指導法「ALふきだし法」について解説します。

京都府宇治市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410506052号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

立命館大学

「児童・生徒が能動的に学ぶ」には、教師と学習者、学習者同士
の対話が欠かせません。協同学習とは、教師が意図的かつ具体
的な活動を準備することで、メンバー全員が自覚的に活動でき、
【選択】対話のある学習―共同学 知識を増やしたり、理解を深めたりする学習です。演劇的手法と
武田 富美子（生命科学部准教授）
習と演劇的手法
は、ある状況を想像し「誰かまたは何かになる」という演劇の手法
を指します。協同学習のひとつであるジグソー法と、対話を促進
する演劇の手法を取り入れた学習プログラムの例を紹介し、その
活用について共に考えます。

京都府京都市

6時間 平成30年7月25日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506769号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

よい体育授業は、体育授業を成立させる基礎的条件と内容的条
件が整ったところに成立する。そのような体育授業づくりをするた 大友 智（スポーツ健康科学部教授）
【選択】最新スポーツ科学の知見
めの内容的条件を整えるために、スポーツ科学の知識を獲得し 岡本 直輝（スポーツ健康科学部教授）
と体育・保健体育の授業
ていることは重要である。本講習では、スポーツ科学に関わる多 海老 久美子（スポーツ健康科学部教授）
様な知見を学び、体育・保健体育の授業づくりに活かす。

滋賀県草津市

6時間 平成30年7月25日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（保健
体育科）、高等学
校教諭（保健体
育科）

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506770号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

田中 惠子（京都文教短期大学食物栄養学科
教授）
望月 美也子（京都文教短期大学食物栄養学
科准教授）
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立命館大学

【選択】中・高等学校における体
育の授業づくり

よい体育授業は、体育授業を成立させる基礎的条件と内容的条
件が整ったところに成立する。教員は、教材づくりを行ったり、よ
い体育授業を確認したり、スポーツ科学の知見を獲得しながら、 大友 智（スポーツ健康科学部教授）
よい体育授業を計画し、実施していくことが必要である。本講習で 上田 憲嗣（スポーツ健康科学部准教授）
は、そのような情報を得て、体育の授業づくりを実際に行いなが
ら、中学校・高等学校における体育の授業づくりを学ぶ。

滋賀県草津市

6時間 平成30年7月26日

教諭

中学校教諭（保
健体育科）、高等
学校教諭（保健
体育科）

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506771号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

よい体育授業は、体育授業を成立させる基礎的条件と内容的条
件が整ったところに成立する。教員は、教材づくりを行ったり、よ
【選択】小学校における体育の授 い体育授業を確認したり、スポーツ科学の知見を獲得しながら、 大友 智（スポーツ健康科学部教授）
よい体育授業を計画し、実施していくことが必要である。本講習で 上田 憲嗣（スポーツ健康科学部准教授）
業づくり
は、そのような情報を得て、体育の授業づくりを実際に行いなが
ら、小学校における体育の授業づくりを学ぶ。

滋賀県草津市

6時間 平成30年7月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506772号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

【選択】平和教育の多様な展開

絹川 浩敏（経営学部教授）
安斎 育郎（名誉教授・元立命館大学国際関係
京都府京都市
学部教授）
薬師寺 公夫（法務研究科教授）
勝村 誠（政策科学部教授）

6時間 平成30年7月27日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506773号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

2022年から始まる新学習指導要領では、高校地歴において、世
界史必履修から、歴史総合と地理総合の2科目の必履修となる
改訂案が公表されている。本講義では、GISを全く知らない現職
矢野 桂司（文学部教授）
【選択】ＧＩＳ（地理情報システム）
教員を対象に、その基本的な考え方や技術を習得いただき、あ
花岡 和聖（文学部准教授）
を活用した新しい地理教育
わせて、GISを活用して、どのような教材作成が可能かを議論す
る。なお、高校だけでなく、小学校、中学校の地理教育における
GISの活用、あるいは情報や総合などでの活用も検討したい。

京都府京都市

6時間 平成30年7月30日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社会
科）、高等学校教
諭（地歴科）

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506774号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

ともすれば暗記学習に留まりがちな社会科授業をどうすれば魅
力あるものへと変革していくことができるのか。本講習では、授業
【選択】魅力ある社会科授業の創
改善の視点となる社会科教育についての理論的、実践的な知見 角田 将士（産業社会学部准教授）
造
を踏まえながら、日々の授業改善の方向性や、その基盤となる社
会科教育に対する本質的な理解をめざす。

京都府京都市

6時間 平成30年7月31日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社会
科）、高等学校教
諭（地理歴史科・
公民科）

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506775号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

粒子・エネルギー概念を中心に、小・中高等学校という学びの系
統性を反映した「深い学びを誘う」教材づくりを行います。学習指
導要領に示された理科の目標をどのようにすれば日々の授業作
【選択】実験で創る深い学びを誘
りに生かすことが出来るかを「授業作りのための教材開発」を通 山下 芳樹（産業社会学部教授）
う理科の授業づくり
して実感して頂くことがねらいです。小中高各校種からなるグ
ループ協同作業を通しての対話的学びも取り入れ理科における
深い学びとは何かをも実感して頂きます。

京都府京都市

6時間 平成30年7月31日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理
科）、高等学校教
諭（理科）、特別
支援学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506776号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

【選択】学習指導要領に対応でき
る英語教育 その１
－コミュニケーション能力育成に
不可欠な要素および小学校の学
びを生かす中高英語教育とは－

基本的に3日間の連続受講を前提として、新学習指導要領にもと
づいた英語教育を推進していく際に必要な知識、技能を学びま
す。第1日めの講座では、まず英語教授法に関する必要不可欠
な理論と方法を確認します。次に、新学習指導要領で実施される 湯川 笑子（文学部教授）
小学校での英語教育の中身を理解し、それをもとに小中連携した
英語授業とは何かを学びます。さらに最終的に高等学校の指導
にもつながっていく今回の英語教育の改革内容を理解します。

京都府京都市

6時間 平成30年7月31日

教諭

中学校教諭（英
語科）、高等学校
教諭（英語科）

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506777号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

【選択】学習指導要領に対応でき
る英語教育 その２
－英語科におけるアクティブ・
ラーニングおよび「内容ベース」
の英語教授法－

基本的に3日間の連続受講を前提として、新学習指導要領にもと
づき、これからの英語教育を実施していく際に必要な知識、技能
を学びます。第２日めの講座では、今時の指導要領のひとつの
注目点である、アクティブで深い学びとは何かを考えます。さら
湯川 笑子（文学部教授）
に、「英語で」教科内容を教える教育手法（内容ベース、ＣＬＩＬ、Ｅ
ＭＩ）についても、今後の英語教育における課題ととらえ、その基
礎知識を取得します。

京都府京都市

6時間 平成30年8月1日

教諭

中学校教諭（英
語科）、高等学校
教諭（英語科）

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506778号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

【選択】学習指導要領に対応でき
る英語教育 その３
－中学校・高校の学習指導要領
および4技能を統合しアクティブで
深い英語教授法－

基本的に3日間の連続受講を前提として、新学習指導要領にもと
づき、これからの英語教育を実施していく際に必要な知識、技能
を学びます。第３日めの講座では、中学校・高校の新しい学習指
導要領について学びます。その上で、英語教育に求められる４技 山岡 憲史（教育開発推進機構教授）
能を統合した英語授業の在り方を学び、アクティブで深い学びを
促す教授法についても再度中学校・高校教材を題材に具体的に
学びます。

京都府京都市

6時間 平成30年8月2日

教諭

中学校教諭（英
語科）、高等学校
教諭（英語科）

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506779号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

PISA調査の影響を受けた現行学習指導要領の特色を理解し、そ
れを具体化した国語科の授業をどのように創造するのかを理解
【選択】国語科におけるアクティブ
する。また、それをうけて次期学習指導要領で求められるアクティ
ラーニング型の授業づくり（理論
井上 雅彦（教職研究科教授）
ブラーニング型授業（主体的・対話的で深い学び）を実現するた
編）
めにはどのように単元や授業をデザインするのかを明らかにす
る。

京都府京都市

6時間 平成30年8月1日

教諭

中学校教諭（国
語科）、高等学校
教諭（国語科）

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506780号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

新学習指導要領の求めるアクティブラーニング型授業の一例とし
【選択】国語科におけるアクティブ て、ディベートによってテキストを読み深める授業方法について学
ラーニング型の授業づくり（実践 ぶ。ワークショップにより実際にディベートでテキストを読み深め 井上 雅彦（教職研究科教授）
編）
る。そこで課題となるであろう論題の立て方や教材選択の方法、
学習指導過程のあり方などについて多面的に検討する。

京都府京都市

6時間 平成30年8月2日

教諭

中学校教諭（国
語科）、高等学校
教諭（国語科）

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506781号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

平和教育の意義とねらいについて、現代の平和学における「平
和」の概念を明確にする中で、その焦点を定めていく。さらに立命
館大学国際平和ミュージアムの展示のあり方や展示物を通して、
平和教育の方法についての考察を行い、平和教育の具体的な事
例研究から、その新しい試案づくりによって、平和教育の充実を
はかる力量をつける。
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立命館大学

【選択】「考える力（批判的思考
力）」と「議論する力」を育てるアク
ティブラーニング型ライティング指
導の方法Ⅰ

本講習では、言語力ーとりわけ「書く力」・「論証する力」・「反論・
反駁する力」・「議論する力」（総じて「探究」学習の基盤をなす力）
を育成するアクティブラーニング型授業を想定した「書く」指導の
薄井 道正（教育開発推進機構教授）
方法について、演習形式で明らかにしていく。なお、ⅠとⅡは連
続した講座で、Ⅰでは書く力の基礎的スキルとしての質問力・観
察力・表現力の育成方法をテーマとする。

京都府京都市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506782号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

【選択】「考える力（批判的思考
力）」と「議論する力」を育てるアク
ティブラーニング型ライティング指
導の方法Ⅱ

本講習では、言語力―とりわけ「書く力」・「論証する力」・「反論・
反駁する力」・「議論する力」（総じて「探究」学習の基盤をなす力）
を育成するアクティブラーニング型授業を想定した「書く」指導の
薄井 道正（教育開発推進機構教授）
方法について、演習形式で明らかにしていく。なお、ⅠとⅡは連
続した講座で、Ⅱでは議論する力や批判的思考力を育成するた
めの方法をテーマとする。

京都府京都市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419506783号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

【選択】子どもをめぐる現代的課
題

戸松 玲子（健康科学部准教授）
辰口 和保（健康科学部教授）
萩原 憲二（健康科学部教授）
梅林 厚子（健康科学部教授）
今日の子どもをめぐる様々な問題、虐待、特別ニーズ、健康上の
林 富公子（夙川学院短期大学児童教育学科
問題、情報安全の問題などについて考えるとともに、学習や教育
特任講師）
相談のあり様ならびに学習指導法を実践的に学ぶ。講義によっ
高木 典子（健康科学部教授）
ては、受講者自身の活動を通して体験的に学べるように工夫す
久田 敏彦（健康科学部教授）
る。
佐藤 琢志（健康科学部教授）
村田 トオル（健康科学部准教授）
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

教諭

幼稚園・小学校
教諭

18,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年5月11日

平30-30423504482号

072-722-4641

http://www.osakaaoyama.ac.jp

情報社会ですぐに使える問題解決法について、基盤能力、５つの
ステージ、視座・視点・価値観などの重要性を学ぶ。具体的に
は、ワークブック（指定の教科書）を使いながら、視点・視座法、メ 横山 宏（総合情報学部准教授）
リット/デメリット計算法、整理法、７Ｗ１Ｈ１Ｄプラン法などの演習
を行う。

大阪府寝屋川
市

6時間 平成30年8月6日

教諭

高等学校情報科
教諭

6,000円

20人

平成30年7月2日～
平成30年7月19日

平30-30443505099号

072-813-7587

http://www.osakac.ac.j
p

中学校の技術・家庭科技術分野に属する「プログラムによる計
測・制御」は必修項目であるが、その指導に対して、不安や戸惑
いを感じている技術担当教員は少なくはない。
大阪電気通信大 【選択】Logo Writerでプログラミン
本講座では、このような技術担当教員であっても指導が行なえる 森石 峰一（工学部准教授）
学
グを行なう計測・制御学習の体験
ように開発したインタフェースと、Logo Writerをベースにして開発
した計測・制御用ソフトウェアを教材にし、技術担当教員自身が
計測・制御学習を体験出来るようにしている。

大阪府寝屋川
市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学校技術科教
諭

6,000円

20人

平成30年7月2日～
平成30年7月19日

平30-30443505100号

072-813-7587

http://www.osakac.ac.j
p

中学校では計測・制御に加え、ネットワーク通信を活用した双方
向コンテンツのプログラミングが必修になった。本講習では、セン
サとネットワークの技術（IoT）を活用し、中学校から高等学校の
兼宗 進（工学部教授）
大阪電気通信大 【選択】IoTで学ぶ計測・制御と双
授業で利用できる内容を体験的に学習する。講習では安価なマ
大村 基将（情報教育特任講師）
学
方向コンテンツプログラミング
イコンボードとフリーソフトウェアを使い、温度などの計測値をネッ
トワークを介してサーバーに蓄積する。プログラミング等の未経験
者も楽しめるように基礎から講習を進めたい。

大阪府寝屋川
市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校技術科教
諭，高等学校工
業科教諭

6,000円

20人

平成30年7月2日～
平成30年7月19日

平30-30443505101号

072-813-7587

http://www.osakac.ac.j
p

大阪府寝屋川
市

6時間 平成30年8月7日

教諭

高等学校工業科
教諭

6,000円

20人

平成30年7月2日～
平成30年7月19日

平30-30443505102号

072-813-7587

http://www.osakac.ac.j
p

和歌山県和歌
山市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-30449505401号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

大阪府吹田市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校・高校（国
語）担当教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-30449505402号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

大阪府吹田市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校・高校（数
学）担当教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-30449505403号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

大阪青山大学

大阪電気通信大 【選択】情報社会ですぐに使える
学
問題解決法

大阪電気通信大
【選択】機械の基礎力学
学

関西大学

力学を基礎とする工学での基礎力学の重要性について述べる。
１．力学分野における国際単位系ＳＩについて解説し、演習によっ
て知識を確認する。
２．力学の基礎として、力の合成と分解、運動の法則などについ 小笹 俊博（工学部教授）
て解説し、演習によって理解を深める。
３．力学の機械工学分野における応用例、特に機械要素におけ
る応用について解説する。

本講座では学校現場で必要とされる津波防災について知識を、
自然現象としての視点（1時限）と人間心理としての視点（2時限）
【選択】学校における津波防災の の二つの観点から学ぶ。その上で、主体的な防災教育の最前線 高橋 智幸（社会安全学部教授）
ポイント～南海トラフ巨大地震を について解説する(3時限)。地域事情を考慮した現実的な津波防 城下 英行（社会安全学部准教授）
視野に入れて～
災対策をとるためには、見て・考えて・計画し・実行する能力を持 元吉 忠寛（社会安全学部准教授）
つ必要がある。過去の災害事例などを元に参加者の「想定内」の
幅を広げることを目的とする。
中学校、高校の国語教科書に必出の日本の近代作家芥川龍之
介や太宰治の作品をとりあげる。芥川龍之介は、王朝物とされる
初期作品やそれに対する周辺作家たちの笑いを交えた喧嘩の様
相を、太宰治からは不朽の人気作品を講義する。当時の文壇状
増田 周子（文学部教授）
況や時代情勢、作家や作品の背景などを詳しく見ていきたい。理
知派と呼ばれた芥川、無頼派と称された太宰、両者とも短い生涯
だったが、国語を教えるにあたり、重視すべき作家である。本講
座を通して二者の特質をとらえてみたい。

関西大学

【選択】近代国文学講座

関西大学

不規則な現象を解析するための統計学の役割を，具体的な例を
通して説明します．高等学校の確率や統計は，「組合せ論」との
関係以外に数学との結びつきが，あまりよく見えないようです．統
【選択】「数列」（離散数学）を通し
安芸 重雄（システム理工学部教授）
計学の離散分布モデルだけに限定しても，あらゆる現代数学と関
てみる「確率・統計」の基礎講座
上村 稔大（システム理工学部教授）
わってきます．この講座では，「数列」の内容から始めて，現代数
学が現実の問題の解決に役立っている一端を説明したいと思い
ます．

18時間
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平成30年8月22日～
平成30年8月24日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

担当講師

講習の開催地

川崎 友嗣（社会学部教授）
伊東 眞行（非常勤講師、キャリアデザインアド
バイザー）
三浦 康子（非常勤講師、キャリアデザインアド
バイザー）

大阪府吹田市

10時間

平成30年8月6日～
平成30年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高校・特別支援 10,000円
学校教諭

20人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-30449505404号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

安田 忠典（人間健康学部准教授）
灘 英世（人間健康学部准教授）
櫻木 規美子（人間健康学部特任体育講師）
小西 浩嗣(非常勤講師）
波多野 貴史(非常勤講師）

大阪府堺市

18時間

平成30年8月6日～
平成30年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高校・特別支援 18,000円
学校教諭

75人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-30449505405号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

中村
大谷
小倉
池尻

関西大学

小中高等学校において、社会的・職業的自立に必要な基礎的・
汎用的能力を身につけるキャリア教育が展開されている。新学習
指導要領では、「特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じ
【選択】キャリア教育入門－キャリ て、キャリア教育の充実を図ること」が求められている。本講座で
は、キャリア教育についての基本的な考え方や実践上の留意点
アカウンセリング研修－
などに関する講義（2時限）と基礎的なカウンセリングスキル（2時
限）およびアセスメントツールの活用（2時限）について学ぶ実習を
通して、キャリア教育の推進に役立てることを目指す。

関西大学

【選択】体験学習法（アドベン
チャープログラム）の実践研修

米国で開発された学校向けの体験学習法として知られるプロジェ
クトアドベンチャーに基づく講習会。
1日目：理論説明 →アイスブレーキング →コミュニケーション
ワーク →チームビルディング
2日目：チーム毎にロープスコースと呼ばれる施設を使って冒険
的課題に挑戦 →振り返り
3日目： 同上 →フィードバック

関西大学

日本史および世界史分野の担当者4名が各自の専門とする研究
領域における重要テーマ、歴史学において焦点となっている問題
について具体例を交えながら分かりやすくお話しします。
各講義の内容は次のように予定しています。
【選択】歴史学の最前線―研究・ ① 清朝をどう捉えるか：中国で再燃する「新清史」論争から考え
る（池尻 陽子）
調査の現場
② 江戸時代の身分制（小倉 宗）
③ 戦後日本と北欧自由キリスト教宣教団（大谷 渡）
④ 世界史における過去と現在の対話（歴史的事象の後世への
伝達）（中村 仁志）

仁志（文学部教授）
渡（文学部教授）
宗（文学部准教授）
陽子（文学部准教授）

大阪府吹田市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学（社会）・高
校（地理歴史）担
当教諭

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-30449505406号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

関西大学

新たに改訂された新学習指導要領の目玉として，「主体的・対話
的で深い学び」（アクティブラーニング）とカリキュラム・マネジメン
トが挙げられています。アクティブラーニングは，個々の授業がそ
【選択】アクティブラーニングとカリ れぞれに取り入れていくべき内容ですが，生徒の「多様な学力」
森 朋子（教育推進部教授）
を効果的に育成するためには，先生方の縦と横のつながり，いわ
キュラムマネジメント
ゆるカリキュラム・マネジメントが重要になります。本講座では，ア
クティブラーニングの理論を基盤に，カリキュラム・マネジメントに
ついて，実際にアクティブラーニングの手法を用いて学びます。

大阪府吹田市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-30449505407号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

関西大学

本講義では、スポーツと身体運動と考えて、生きるための身体運
動の必要性とスポーツ精神の理解とスポーツがもたらす効用に
ついてみなさんと議論したいと思います。また、スポーツ動作の
隠し味としての「からだのしくみと身体運動」さらには指導方法とし
【選択】子どもの成長に関わる運
てピリオダイゼーションの考え方を紹介したいと考えています。
河端 隆志（人間健康学部教授）
動・スポーツの役割－豊かな生
１ こどもは大人のミニチュアではない ‐からだのしくみと発育発
活を築くためのスポーツライフ－
達‐
２ スポーツが教えてくれるもの ‐スポーツとは暴力反対‐
３ 長期一貫指導とピリオダイゼーション ‐「そうしろ」ではなく「そ
うなる」言葉‐

大阪府吹田市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高校・特別支援
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-30449505408号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

関西大学

理科離れが問題とされていますが、小学校への出張講義などで
は児童の実験に対する興味を強く感じます。しかし、理科教育に
関するアンケートを実施すると、中学や高校に進学するときに、理
【選択】体感する理科教育への支 科離れを起こしていることが伺えます。身近なものと結びつけた
倉田 純一（システム理工学部准教授）
援
「体感する理科教育」を継続すれば、理科離れを抑えることがで
きるのではと、実践しています。小学生や高校生を対象とした高
大連携授業を再現し、どのように「体感する理科教育」をデザイン
していくのかを紹介・体験します。

大阪府吹田市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-30449505409号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

関西大学

読解力ならびに情報探索力の向上は「自ら学ぶ力」を育てる基本
である。本講座では、アクティブ・ラーニング時代の学校図書館の
意義と現状を概説し、新学習指導要領のもとでの調べ学習と図
書館の活用について実例を交えて紹介する。また図書館やイン
【選択】学校図書館を利用した自
ターネットを活用した情報探索指導については、パソコンを用い
ら学ぶ力の育成
たデータベース検索演習も行う。本講座はこれらを通して学校図
書館のあり方や課題について考える機会を提供するものである。
普段、学校図書館との接点の少ない先生方の受講を大いに歓迎
する。

大阪府吹田市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校、中学校、
高校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-30449505410号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

奈良県高市郡
明日香村

6時間 平成30年10月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-30449505411号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

関西大学

【選択】現場で学ぶ社会科・地理
歴史科のフィールドワーク

村上 泰子（文学部教授）
渡邊 智山（文学部教授）
塩谷 京子（放送大学客員准教授、非常勤講
師）

日帰りエクスカーションとは言っても，明確な達成目標がなけれ
ばならない。講師自らが研究してきたものを軸にする。生徒は深
い感性を持っており，フィールドワークを実現するには，それに応
える準備が必要となる。明日香村は徒歩のみ，京都市は公共交
木庭 元晴（文学部教授）
通機関（交通費自己負担）を一部利用する。
上野 裕（龍谷大学文学部特任教授）
明日香村については，水落遺跡そばの「あすか夢の楽市」付近
に集合して飛鳥川河谷沿いに甘樫丘など川原寺跡までのルート
を軸に，京都市については，「京都の水辺空間を探る」と題して，
鴨川—高瀬川—琵琶湖疏水のルートを軸に実施する。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

【選択】現場で学ぶ社会科・地理
歴史科のフィールドワーク

講習の概要

担当講師

日帰りエクスカーションとは言っても，明確な達成目標がなけれ
ばならない。講師自らが研究してきたものを軸にする。生徒は深
い感性を持っており，フィールドワークを実現するには，それに応
える準備が必要となる。明日香村は徒歩のみ，京都市は公共交
木庭 元晴（文学部教授）
通機関（交通費自己負担）を一部利用する。
上野 裕（龍谷大学文学部特任教授）
明日香村については，水落遺跡そばの「あすか夢の楽市」付近
に集合して飛鳥川河谷沿いに甘樫丘など川原寺跡までのルート
を軸に，京都市については，「京都の水辺空間を探る」と題して，
鴨川—高瀬川—琵琶湖疏水のルートを軸に実施する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-30449505412号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

京都府京都市

6時間 平成30年10月14日

本講座では、ソーシャルワークや介護福祉の視点から、人間の
尊厳や命に向き合うことの意義をとりあげる。近年、少子高齢化
【選択】人間の尊厳とソーシャル が進み、後期高齢者が増加するとともに、多死社会が訪れてい
安井 理夫（社会福祉学部教授）
関西福祉科学大
ワークと命に向き合うための教育 る。その一方で、核家族化など家族形態が多様化し、生命の尊さ
加藤 友野（社会福祉学部准教授）
学
や死と向き合う機会は少なくなっている。このような社会状況に
的指導
あって、人間の尊厳や命の重みをふまえながら、児童、生徒を教
育現場で指導する上での課題などを議論し、考察する。

大阪府柏原市

6時間 平成30年8月22日

教諭
教諭、養護教諭、
養護教諭
栄養教諭
栄養教諭

5,000円

60人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-30453506917号

072-977-9549

http://www.fuksi-kagku.ac.jp/

「特別の教科 道徳」と「LGBT対応」を扱う。小学校は2018年度、
中学校は2019年度から、道徳が教科として位置づけられる。道徳
の教科化に対する賛否を整理し、それぞれの主張を概観したうえ
関西福祉科学大 【選択】教育指導上の現代的諸課 で、指導方法のひとつである問題解決型の学習などを取り上げ 伊藤 利明(健康福祉学部教授)
る。またLGBTについては2015年度に文部科学省から対応の通 池上 徹(健康福祉学部准教授)
学
題
知が出され、2020年にむけてオリンピック憲章への対応も必要と
なっている。小学校入学前を含め、この２つの現代的課題を取り
上げる。

大阪府柏原市

6時間 平成30年8月23日

教諭
教諭、養護教諭、
養護教諭
栄養教諭
栄養教諭

5,000円

60人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-30453506918号

072-977-9549

http://www.fuksi-kagku.ac.jp/

川口 隆雄（教育学部 教授）
斎藤 敏之（四天王寺大学短期大学部 教授）
東 隆史（四天王寺大学短期大学部 教授）

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月4日

教輸
養護教諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護
教諭

6,000円

60人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506659号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

中本
須原
森嶋
山口

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月4日

教輸

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506660号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

荒木 環（四天王寺大学短期大学部 専任講師）
原 祐子（四天王寺大学短期大学部 教授）
大阪府羽曳野
奥 千恵子（四天王寺大学短期大学部 准教授） 市
梅野 和人（四天王寺大学短期大学部 准教授）

6時間 平成30年8月4日

教輸

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506661号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

関西大学

四天王寺大学

30名程度を1クラスとして、１日6時間以上として実施する。コン
ピュータ教室において数名の補助者と共に講師1名が実習形式
【選択】情報教育「パソコン実習」
で実施する。講習は、事前の課題意識調査の結果をもとに受講
（ワード・エクセル）
者の技能を考慮して実施する。講習の内容は「Wordで学級通信
づくり」と「Excelで成績処理」の２つの内容を組み合わせる。
4名の講師によって、午前は、フィールドワークとして本学周辺の
羽曳野市の歴史的遺産について現地調査を実施する。午後は、
社会科の授業分析の視点と方法について，ＶＴＲなどによる授業
実践例の分析を通して修得するとともに，学習指導要領の改訂
点にポイントを当てて，それに即した授業改善・授業づくりの視点
と方法について，講義や演習を通して修得していく。

和彦（教育学部 教授）
祥二（人文社会学部 教授）
俊行（人文社会学部 専任講師）
仁久（教育学部 准教授）

四天王寺大学

【選択】教材研究「社会」

四天王寺大学

主として幼稚園教諭を対象に30名程度を1クラスとして、１日6時
間以上として実施する。午前は子どもと楽しむ運動遊びや器楽
【選択】音楽活動「身体・器楽･声
(楽器)の音楽表現について、また午後からは声楽や器楽(ピアノ)
による表現」
の音楽表現について実技をまじえて講義と演習形式で講習を実
施する。

四天王寺大学

【選択】教材研究「体育」

本講習では小学校教諭を対象に20名程度を1クラスとして，ボー
ル運動の技術と戦術について，実技と講義を交えながら検討して 奥野 暢通（教育学部 教授）
大阪府羽曳野
いきます。また，種目横断的なプログラムを紹介し，プログラムの 伊達 由実（四天王寺大学短期大学部 准教授）
市
実践を通してボール操作，戦術学習に関する理解を深めること
吉田 康成（教育学部 准教授）
で，指導力向上を目指していきます。

6時間 平成30年8月4日

教輸

小学校教諭

6,000円

20人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506662号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学

【選択】教材研究「図画工作」

日頃の指導、授業展開などで実践していることとは別に新しい視
点で製作活動に取り組むことで様々な気付きや発見を通して図
今井 真理（教育学部 教授）
画工作の持つ魅力を深く感じて頂きたい。苦手意識の高い教諭
にも図画工作の魅力を再認識してもらえる内容としたい。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月4日

教輸

小学校教諭

7,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506663号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学

【選択】コミュニケーション・トレー
ニング

主に心理学を専門とする講師によって、コミュニケーション能力を
高めるために自己理解や他者理解を深めることを目的とする。コ
ミュニケーションのための技能の習得だけではなく、コミュニケー 田中 晶子（人文社会学部 准教授）
ションを深めるための基礎理論を講義により学び、ワークショップ 三宅 麻希（人文社会学部 専任講師）
を通して実践的な技能を高めることを目指すものである。教育心 丹羽 智美（教育学部 准教授）
理学、認知心理学、社会心理学のそれぞれの立場から幼稚園教
諭、小学校教諭、養護教諭を対象として実施する。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月4日

教輸
養護教諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護
教諭

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506664号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学

【選択】子どもの身体と心の健康

幼稚園教諭､小学校教諭､養護教諭を対象とします｡子どもの身
体と心の健康に関して､医科学や保健学の観点から講義と演習
形式による講義を行います。現在､社会状況等の変化に伴い､ス
トレスによる心身の不調など課題を抱える子どもへの対応につい
て学び､子どもが生涯にわたり、自己の健康管理と安全確保がで
きる素養育成の方策について考えます。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月6日

教輸
養護教諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護
教諭

6,000円

80人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506665号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学

1クラス40名程度で、１日6時間以上として実施する。講義と実技
【選択】造形活動「かく・つくる・あ
村田 夕紀（四天王寺大学短期大学部 教授）
形式によって、幼稚園で活用できる造形表現の研究を行う。制作
そぶ」
内本 久美（四天王寺大学 非常勤講師）
物を作成し実技考査による修了認定を行う。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月6日

教輸

幼稚園教諭

7,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506666号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

奥野 孝昭（四天王寺大学短期大学部 教授）
大西 敏浩（四天王寺大学短期大学部 専任講 大阪府羽曳野
師）
市
梅野 和人（四天王寺大学短期大学部 准教授）

6時間 平成30年8月6日

教輸

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506667号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学

【選択】子どもが育つ運動遊び

幼児期においての運動遊びの意義を実技中心に講習を行いま
す。午前は、「幼児期運動指針」をもとに幼児期の運動遊びの意
義を理解します。さらに、緊張感をほぐし、参加者同士の交流を
深める「アイスブレーキング法」を学びます。午後は、子どもが運
動する意欲につながる関わり方や言葉がけについて「ロールプレ
イ」を行います。最後に、「用具を使った集団で行う運動遊び」を
全員で行います。

楠本 久美子（教育学部 教授）
仲谷 和記（教育学部 教授）
川下 維信（人文社会学部 准教授）
松本 珠希（教育学部 教授）

209 / 271 ページ

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

電話番号

ＵＲＬ

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506668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6日

教輸

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506669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6日

教輸
養護教諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護
教諭

6,000円

60人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506670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7日

教輸
養護教諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護
教諭

6,000円

60人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506671号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を対象に60名程度を1クラス
として、１日6時間以上として実施する。特別支援教育の実施に伴
い、発達障害のある子どもへの対応が求められている。そこで、
八木 成和（教育学部 教授）
発達心理学の立場から「アセスメントの概論」「各種検査方法の
理論と実際」「個別の指導計画の考え方と作成方法」について講
義と演習形式で実施する。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月7日

教輸
養護教諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護
教諭

6,000円

60人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506672号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭を対象に、講義と
グループ実技をまじえて和楽器の教材研究を行います。
今年度は、筝の基礎的な知識や筝曲と言われるジャンルについ
石田 陽子（教育学部 教授）
【選択】教材研究「和楽器 箏の魅
て歴史的に概観するとともに、筝を実際に弾き、合奏の楽しさを
坂本 暁美（教育学部 教授）
力」
味わっていただきます。また、箏を導入する際の手だてや少ない
箏での効果的な指導法、奏法の工夫や教材化の検討を通して、
箏の教材としての魅力を先生方と一緒に考えます。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月7日

教輸

小学校教諭・幼
稚園教諭・特別
支援学校教諭

6,000円

20人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506673号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

奥野 孝昭（四天王寺大学短期大学部 教授）
大西 敏浩（四天王寺大学短期大学部 専任講 大阪府羽曳野
市
師）
梅野 和人（四天王寺大学短期大学部 准教授）

6時間 平成30年8月7日

教輸

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506674号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学

【選択】発達障害のアセスメント

幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を対象に60名程度を1クラス
として、１日6時間以上として実施する。特別支援教育の実施に伴
い、発達障害のある子どもへの対応が求められている。そこで、
八木 成和（教育学部 教授）
発達心理学の立場から「アセスメントの概論」「各種検査方法の
理論と実際」「個別の指導計画の考え方と作成方法」について講
義と演習形式で実施する。

四天王寺大学

30名程度を1クラスとして、１日6時間以上として実施する。コン
ピュータ教室において数名の補助者と共に講師1名が実習形式
【選択】情報教育「パソコン実習」
で実施する。講習は、事前の課題意識調査の結果をもとに受講
（エクセル・パワーポイント）
者の技能を考慮して実施する。講習の内容は「Excelで成績処
理」と「PowerPointで教材づくり」の２つの内容を組み合わせる。

四天王寺大学

【選択】発達障害のアセスメント

四天王寺大学

四天王寺大学

認定番号

6,000円

【選択】教材研究「国語」

四天王寺大学

受講者募集期間

小学校教諭

四天王寺大学

四天王寺大学

受講人数

教輸

30名程度を1クラスとして、１日6時間以上として実施する。読解力
の向上にかかわる国語教材の内容（物語構造や分析の観点な
ど）やことばに関する内容（敬語やことば遣いなど）について講
義・演習を行うとともに、現行の学習指導要領・国語科に示された
「伝統的な言語文化に関する事項」にかかわる古典文学につい
て講義と演習を行う。

四天王寺大学

受講料

6時間 平成30年8月6日

大阪府羽曳野
市

四天王寺大学

講習の期間

主な受講対象者

【選択】教材研究「算数」

四天王寺大学

時間数

対象職種

新学習指導要領の趣旨を踏まえ、算数科において「主体的・対話
的で深い学び」を実現するための授業づくりについて考える。そ
福本 義久（教育学部 准教授）
の際、算数科における課題づくりや学習形態の工夫などに焦点
化し、具体的な事例から実践化を図る。
船所 武志（教育学部 教授）
源 健一郎（人文社会学部 教授）
矢羽野 隆男（人文社会学部 教授）
田島 智子（人文社会学部 教授）

川口 隆雄（教育学部 教授）
斎藤 敏之（四天王寺大学短期大学部 教授）
東 隆史（四天王寺大学短期大学部 教授）

【選択】子どもが育つ運動遊び

幼児期においての運動遊びの意義を実技中心に講習を行いま
す。午前は、「幼児期運動指針」をもとに幼児期の運動遊びの意
義を理解します。さらに、緊張感をほぐし、参加者同士の交流を
深める「アイスブレーキング法」を学びます。午後は、子どもが運
動する意欲につながる関わり方や言葉がけについて「ロールプレ
イ」を行います。最後に、「用具を使った集団で行う運動遊び」を
全員で行います。

【選択】ICT実践活用

H32(2020)年度からの新小学校学習指導要領において、プログラ
ミング教育が必修化されることを踏まえ、本講習ではプログラミン
グ教育が導入されることになった背景を学ぶとともに、プログラミ
牧野 浩二（教育学部 准教授）
ング教育のツールとして利用が広がっている簡易プログラミング
橋本 智也（教育学部 専任講師）
言語の使い方を習得します。また、情報活用能力における思考
力の一つとしてプログラミング的思考を位置づけたカリキュラム・
マネジメントを行うことについて理解を深めます。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月7日

教輸

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506675号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

【選択】教材研究「理科」

学習指導要領・理科の目標として掲げられた「自然に親しみ、見
通しをもって観察、実験などを行い、問題解決の能力と自然を愛
する心情を育てるとともに、自然の事物・現象についての実感を
佐藤 美子（教育学部 准教授）
伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養う。」ことをふま
え、一人ひとりが実験を行うマイクロスケール実験についての講
義とICTを活用した実験・実習を実施する。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月7日

教輸

小学校教諭

6,000円

28人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506676号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

【選択】教育制度論

本授業では、明治以降の公教育制度の展開を概観したうえで、
教育に関する法改正や政策の最近の動向を概説する。具体的に
は、まず、1990年代以降の行財政改革の特徴を整理した上で、
一連の教育改革の展開を説明する。その上で、地方教育行政法 浅田 昇平（教育学部 准教授）
改正による教育委員会制度改革をはじめとする主要な法改正を
取り上げ、DVD等も活用しながら詳しく検討する。「免許法認定講
習でもある。(現在、認定申請中)」。

大阪府羽曳野
市

12時間

平成30年8月24日～
平成30年8月25日

教輸
養護教諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護
教諭

12,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506677号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

【選択】健康相談活動

現代的健康課題の解決に向けて、養護教諭の職務の特性と保
健室の機能を生かした健康相談のあり方を考察する。講義は下
記の通りである。
① 児童生徒の様々な健康問題について健康相談の視点で考
察する。
楠本 久美子（教育学部 教授）
② 慢性疾患を有する児童生徒の支援と保健指導について学
仲谷 和記（教育学部 教授）
ぶ。
土居 悟（教育学部 教授）
③ アレルギー体質の児童生徒の支援と保健指導について学
ぶ。
④ 児童生徒の健康の保持増進を進めるために、カウンセリン
グ技法と理論を学ぶ。 「免許法認定講習でもある。(現在、認定
申請中)」。

大阪府羽曳野
市

12時間

平成30年8月27日～
平成30年8月28日

養護教諭

養護教諭

12,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457506678号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

相愛大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

近年の社会状況の変化に伴い、家庭内暴力・虐待、貧困、不就
学、無戸籍など、子どもをめぐる社会問題は増えています。これら
に関わり、今後、幼稚園等教育・保育施設における子どもと保護
【選択】子どもをめぐる社会問題と
者に対する支援はますます求められるでしょう。本講習では、こ 松島 京（人間発達学部教授）
子どもの権利
れら問題群の現状と社会的背景を整理したうえで、現場実践に
つながる、保育者に求められる支援のあり方（子どもの権利保障
という視点の重要性）について考えていきます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月19日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年5月21日～
平成30年6月9日

平30-30460506957号

06-6612-5904

http://www.soai.ac.jp/

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月19日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年5月21日～
平成30年6月9日

平30-30460506958号

06-6612-5904

http://www.soai.ac.jp/

相愛大学

【選択】保育の質を支えるカウン
セリングの理論と技法

人は誰しも各々の信念や価値観を持ち、それに基づいて自分を
取り巻く世界を知覚します。このことに気づかないままで対応する
と、子どもや保護者を意図せず傷つけてしまうことがあります。保
育者自身の気分の落ち込みや苛立ちにもつながるでしょう。本講 実光 由里子（人間発達学部教授）
習では、カウンセリングの理論を学び、自己への気づきや理解を
深めます。また、技法の演習を通じて、子どもや保護者とより良い
関係を構築する対応を探っていきます。

相愛大学

【選択】子どもと環境

子どもを取り巻く環境について、食と音の視点から考えます。自
然音を含む身の回りの音への感性を高め、子どもの目線と教育
進藤 容子（人間発達学部教授）
的視点から音環境を捉えます。また、食環境を子どもの発達の基
曲田 映世（人間発達学部助教）
盤を作っていくという観点からとらえ、幼児の今を見る視点を探り
ます。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年5月21日～
平成30年6月9日

平30-30460506959号

06-6612-5904

http://www.soai.ac.jp/

相愛大学

近年、幼稚園や保育所等の教育・保育現場において、発達障害
のある子どもが増えていると言われます。各現場では、そのよう
な子どもへの支援について、さらには保護者に対する支援のあり
【選択】発達障害のある子どもへ
方が問われ、試行錯誤をくり返しています。本講習では、発達障 直島 正樹（人間発達学部教授）
の支援
害のある子どもを取り巻く現状、特性等を整理したうえで、子ども
の「理解のしづらさ」、教育者・保育者に求められる子どもおよび
保護者への支援のあり方等について考えていきます。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年5月21日～
平成30年6月9日

平30-30460506960号

06-6612-5904

http://www.soai.ac.jp/

帝塚山学院大学

「地域に根ざす社会科学習」の基本的な考え方について、変貌す
る地域の実情を視野に入れて、小学校社会科の教育内容とのか
【選択】地域に根ざす小学校社会 かわりで明らかにする。その上で、地域に教材となる素材を見つ 川本 治雄（教職実践研究センターセンター長、
大阪府堺市
け、教材開発をどのような視点で進めるかを、具体的な社会科学 人間科学部心理学科教授）
科学習
習内容、学習方法の両面から考察し、授業の展開について考え
る。

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30462505090号

072-296-1331

http://www.tezukagu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学

【選択】教師のためのICTリテラ
シー講習（１）

教育職員免許普通免許状取得の基礎資格科目である「情報機
器の操作」の学習内容について解説するとともに、学習教材とし
て利用できる２つのテーマについて実習を行う。
・PowerPointを利用して、受講者の教科・科目等に関連するドリ 戸上 良弘（人間科学部情報メディア学科教授）
大阪府堺市
高橋 参吉（人間科学部情報メディア学科教授）
ル型学習教材を作成する。
・Windowsムービメーカを利用して、ビデオアルバム（旅行の思い
出など）や受講者の教科・科目等に関連する動画教材を作成す
る。

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校・中学校・
高校・特別支援
学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30462505091号

072-296-1331

http://www.tezukagu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

【選択】教師のためのICTリテラ
シー講習（2）

教育職員免許普通免許状取得の基礎資格科目である「情報機
器の操作」の学習内容について解説するとともに、学校の処理で
利用できる２つのテーマについて実習を行う。
小松 久美子（人間科学部情報メディア学科准
・Wordを利用した「学校だより」などの作成について紹介するとも
教授）
に、文集を事例として、目次作成などの方法について、実習を行
原邊 祥弘（人間科学部心理学科専任講師）
う。
・Excelを利用した成績処理のマルチシートを作成するとともに、
成績表から通知表の作成などの実習を行う。

大阪府堺市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校・中学校・
高校・特別支援
学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30462505092号

072-296-1331

http://www.tezukagu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

情報化の進展に伴い、各学校において、ICTを活用した学習指導
小松 久美子（人間科学部情報メディア学科准
が重要となってきている。また、SNSなどソーシャルメディアの発
教授）
【選択】ICT活用および情報モラル 展は目覚ましいものがあり、それに伴い、情報モラル教育の重要
帝塚山学院大学
高橋 参吉（人間科学部情報メディア学科教授） 大阪府堺市
に関する講習
性も増してきている。この講習では、効果的なICT活用ならびソー
稲川 孝司（リベラルアーツ学部・人間科学部講
シャルメディアの特徴を踏まえた情報モラルの学習指導について
師）
考える。

6時間 平成30年8月18日

教諭

小学校・中学校・
高校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30462505093号

072-296-1331

http://www.tezukagu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

Webや情報デザインの動向を紹介し、情報デザイン系の学習指 小幡 信（人間科学部情報メディア学科准教授）
導のあり方について考える。また、画像や動画のコンテンツの作 佐藤 安（人間科学部情報メディア学科専任講 大阪府堺市
成実習を通して、情報コンテンツ系の学習指導について考える。 師）

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30462505094号

072-296-1331

http://www.tezukagu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

本講習では、まず、本学のプログラミングに関する取り組みを紹
介しながらプログラミング教育の必要性について受講生と一緒に
考える。続いて、探索・ソートなどのアルゴリズムについて説明す
【選択】アルゴリズムおよびプログ る。さらに、プログラミング初心者でも平易に利用可能なScratch
帝塚山学院大学
喜家村 奨（人間科学部情報メディア学科教授） 大阪府堺市
ラミングに関する講習
（スクラッチ）というビジュアルプログラミング環境を用いて、実際
にアルゴリズムの実装（実習）を行う。結果を視覚的に確認できる
ようにするなど、プログラミングの理解を深めるための工夫につい
ても考える。

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭
（情報科教諭）

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30462505095号

072-296-1331

http://www.tezukagu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

我々を取り巻く自然環境と食の関わり、果実・野菜の多様性と分
類ならびに品質特性、野菜の食用部位の特性、新しい品種や伝
統野菜の品質特性、植物バイオサイエンスと食の関わり、日常の
【選択】学校教育における食育の
帝塚山学院大学
食生活における食のチャレンジの実例、日常生活と外食・食品産 阿部 一博（人間科学部食物栄養学科教授）
あり方①
業の関わりの事例、近年に消費・流通量が増加しているカット青
果物の品質・微生物的特性、一次産業生産物の生産から消費ま
での過程における品質管理技術、等について講述します。

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭
栄養教諭

栄養教諭、幼稚
園教諭、養護教
諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30462505096号

072-296-1331

http://www.tezukagu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学

帝塚山学院大学

【選択】情報デザインおよび情報
コンテンツに関する講習

大阪府堺市
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
認定番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

大阪府堺市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭
栄養教諭

栄養教諭、幼稚
園教諭、養護教
諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30462505097号

072-296-1331

http://www.tezukagu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

大阪府堺市

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教諭
栄養教諭

栄養教諭、幼稚
園教諭、養護教
諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30462505098号

072-296-1331

http://www.tezukagu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

東大阪大学

【子どもと文学】文学作品を読み、考えることは、子どもの成長や
心の問題にどのような役割を果たすのでしょうか。新美南吉など
の文学教材を取り上げて、「読みの可能性」をさまざまな方向か
渡邊 ルリ（学科長、教授）
【選択】子どもと文学／言葉の世
ら考えます。【言葉の世界】現行学習指導要領“伝統的な言語文
井上 幸（准教授）
界
化と国語の特質に関する事項”を念頭に、木簡など古代の文字
資料から、漢字を受容し日本語を表現するための工夫や実態を
紹介し、現代の漢字学習についても取り上げます。

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505225号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学

こどものアンサンブル音楽（小学校）こどもにとってのアンサンブ
ル音楽とは？こどもが演奏できるアンサンブル音楽を体験し、多
くの楽器の奏法やアンサンブル曲のアレンジ法を学ぶ。こどもが
【選択】こどものアンサンブル音楽 演奏する楽曲を実際に演奏し、年齢別演奏能力を理解していく。 丹山 三恵子（教授）
アンサンブル音楽を演奏する事によって感じる事、こどもと音楽に
ついて考える。こどもの演奏する音楽は現場によってそれぞれで
す。幼稚園免許の方もこちらを受講できます。

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505226号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学

幼児の豊かな造形表現を引き出す保育者の役割や援助及び造
形環境等について考察し、造形表現の基本を確認しながら発展
【選択】幼稚園における造形表現 的な造形活動について理論を交えて実技を習得する。また幼児 松村 和代（講師）
の描く絵や制作等を通して幼児理解を深め、保育者としての質を
高める確かな実践力と保育者自らの表現力を高める。

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505227号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学

幼年期は数量、言語､読み書き等の基礎的能力を獲得していく時
期である。この時期にこれらの能力をしっかり身につけることが､
児童期以降の思考力、考察力、コミュニケーション力等社会人と
【選択】幼児期における基礎的能
して必要な能力の礎となる。これまでの幼児の能力獲得に至る過 冨田 昇（短期大学部准教授）
力の発達
程の研究成果を紹介しながら、幼児の能力開発にいかに関わっ
ていけばよいのかを、幼児の生活全体をふまえながら考えてい
く。

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505228号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月22日

教諭
栄養教諭

幼稚園教諭、栄
養教諭

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505229号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

帝塚山学院大学

講習の名称

講習の概要

本講座は、主に栄養教諭を対象とした選択領域(6時間)である。
「食育の進め方－行事食をとおして」、「食を営む力」を育む食育
【選択】学校教育における食育の
推進－幼小、家庭をつなぐ食育をキーワードとして」、そして「小
あり方②
中連携の食に関する指導の推進－プライマリヘルスケアを目指
して」という３つのテーマで講義を行う。

担当講師
福田 ひとみ（人間科学部食物栄養学科教授）
金田 直子（人間科学部食物栄養学科専任講
師）
春木 敏（大阪市立大学大学院生活科学研究
科生活科学専攻教授）

本講座は、主に栄養教諭を対象とした選択領域(6時間)である。
「児童・生徒のための健康生活と栄養教育－メタボな大人になら
ないために」として、こどもの健康問題や生活習慣病の若年化、
細川 雅也（人間科学部食物栄養学科教授）
【選択】学校教育における食育の
こどもの肥満と若い女性のやせや食育、適正なエネルギー摂
帝塚山学院大学
津田 謹輔（人間科学部食物栄養学科教授）
あり方③
取、三大栄養素のバランス等について講義を行う。運動について
も日常生活の中に組み込んで、かつ楽しみながら継続できるメ
ニューを講義する。

こどもの食と成長に関連した最新の統計資料を紹介し、問題点に
ついて解説します。
さらに本学で実施している農産物を利用した食育につながる実習
内容を紹介します。
１、食品に関する新しい表示制度
源 伸介（短期大学部教授）
２、健康に関わる施策と統計
３、栄養必要量と食事摂取基準
４、赤ちゃんの健康と葉酸
５、東大阪大学短期大学部における食育の取組み

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

開設者名

受講人数

電話番号

東大阪大学

【選択】食と成長

東大阪大学

学校現場の課題をふまえ、子どもの問題行動について家族関係
や行動パターンなどから構造的な視点での捉え方とその対応を
【選択】子ども理解と児童期の心 解説します。保護者対応についても事例をあげながら解説しま
市橋 正己（教授）
理
す。学級経営のルール化についても解説します。さらに、発達障 髙岡 忍（非常勤講師）
害および他の障がいのある子どもたちへの理解、子どもたちへの
心理面を重視した支援についても解説します。

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505230号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学

小学校において児童にプログラミングを体験させる際、ビジュア
ルプログラミング言語を使うことが効果的である。現在、ビジュア
【選択】Scratchを用いたプログラ ルプログラミング言語として最もよく用いられているScratchによる
矢島 彰（教授）
ミング教育
プログラミングを学ぶことで、小学校でのプログラミング体験授業
の構築や、各科目でのScratchを用いた教材作成ができるように
なることを目指す。

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505231号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学

【選択】幼稚園、保育所における
アンサンブル音楽

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505232号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学

教育において「子ども理解」や「保護者理解」はどのような意味が
あるのだろうか。ここでは、子どもの現実や保護者の現実を事例
吉岡 眞知子（学長代行・副学長）
【選択】子ども理解と保護者理解 を通し考え、現代社会の教育課題を探っていく。その上で、子ども
渡邉 由之（准教授）
理解や保護者理解をすることの意味を明らかにし、どのような援
助職（教師像）を目指すのかを考え合いたい。

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505233号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

アンサンブル音楽（幼稚園・保育所）３歳〜６歳のこどもたちが演
奏できるアンサンブル音楽を体験し、多くの楽器奏法やアンサン
ブル曲のアレンジ法を学ぶ。演奏しやすく聞きばえのする音楽と
丹山 三恵子（教授）
は？こどもたちが演奏する楽曲を実際に演奏し、年齢別演奏能
力を理解していく。アンサンブル音楽を演奏する楽しさを感じてい
く。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

認定番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月23日

教諭
栄養教諭

幼稚園教諭、栄
養教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505234号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505235号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

理科教育の最新事情をディスカッション・ミニディベート等を加え
講じる。理科に関する最新の教育政策・小中高次期学習指導要
領等を踏まえ，今後の教科指導・生徒指導に役立つと考える最
新の理科教育，人間の脳の情報処理のメカニズムに立脚した自 杉本 剛（兵庫県立芦屋国際中等教育学校、神 大阪府東大阪
市
然認識の形成・転換等の詳説・研究を詳解。Society5.0に向け持 戸第一高等学校講師）
続可能な開発に寄与する次代の科学技術イノベーションを牽引
する人材育成や生涯学び多様で豊かな自然観を身に付けた人
間形成等に貢献する理科教育を考察する。

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505236号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

担当講師

東大阪大学

【選択】食と健康

東大阪大学

学校内で生じる様々な事故やトラブルにつき、どのような事実関
係のもとで誰にどのような基準で法的責任が求められるのかを具
体的事例を取り上げて順次考察し、問題の大枠把握することを目
乾 公昨（短期大学部教授）
【選択】学校の法律問題と子ども
標とする。さらに、体罰、いじめ、虐待等の問題や在日外国人や
野々村 宜博（短期大学部教授）
の人権
障害のある子どもにかかわる教育、また、貧困などの家庭環境
に言及し、教育基本法や「子どもの権利条約」等の視点から「人
権感覚の育成」をめざす重要性を考え、理解を深める。

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

講習の期間

講習の概要

食は生活の基本であり、「安全である」ことが不可欠ですが食品
事故が発生しています。講習前半では、学校における食の事故
事例、原因の検証及び予防対策など、「食の安全・安心」につい
山下 絵美（短期大学部准教授）
て解説します。また、食の選択肢が多様化する現代において、地
濵田 尚美（短期大学部講師）
域農産物の活用が全国各地で見直されています。講習後半で
は、大阪府認証伝統野菜の研究動向、地域農産物を活用した食
育の事例などについて解説します。

受講人数

電話番号

東大阪大学

【選択】理科教育の最新事情

東大阪大学

幼児の豊かな造形表現を引き出す保育者の役割や援助及び造
形環境等について考察し、造形表現の基本を確認しながら発展
【選択】幼稚園における造形表現 的な造形活動について理論を交えて実技を習得する。また幼児 松村 和代（講師）
の描く絵や制作等を通して幼児理解を深め、保育者としての質を
高める確かな実践力と保育者自らの表現力を高める。

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505237号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学

幼稚園教諭が英語ネイティブスピーカーによる英語の授業をある
程度理解し、ALTの協力ができるような講習をします。
1・2限には、英語の歌、手遊び、紙芝居など時間が許す限り、い
大矢 智子（短期大学部教授）
【選択】小学校につなぐ英語活動 ろいろ体験していただきます。
3・4限には、ALTがよく使う指示を、プリントで確かめます。
小学校外国語活動に負担なく進めるように幼稚園で少し準備して
おきたい内容にしています。

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505238号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学

【選択】食の防災と食糧事情

今後、起こりうる大災害での備え、心構え、問題点について解説
します。
未来食材として期待される食用昆虫について紹介します。
1、災害の理解
2、最新の防災食
3、パッククッキング
4、世界的食糧事情
5、オルタナティブフード

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月24日

教諭
栄養教諭

幼稚園教諭、栄
養教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467505239号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

桃山学院大学

【選択】障がいのある児童、生徒
への野外行事支援について

学校教育において、林間学校、臨海学校など野外教育の手法を
用いた学校行事は重要な取り組みである。様々な障がいがある 石田 易司（社会学部社会福祉学科教授）
児童、生徒がスムーズにこれら行事に参加・活動できるよう教員 水流 寛二（特定非営利活動法人キャンピズ代 大阪府和泉市
として、事前の準備、実際のプログラムをどう組むかなど、配慮し 表理事）
た活動を学ぶ。

6時間 平成30年7月24日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

5,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469505213号

0725-54-3131

http://www.andrew.ac.j
p/

桃山学院大学

英語教育に関する最新の知識と技能をワークショップ形式で体得
し、英語指導能力と英語運用能力の向上を図る。取り扱う内容は
多岐にわたるが、ワークショップAでは、ディスコースの観点（結束
【選択】英語教員夏季ワークショッ 性と一貫性）に基づいたリーディングやライティングの指導方法を
プ A
探るとともに、つなぎ言葉の使用を教室に取り入れる方法を示
す。さらに、英語音声学・音韻論の知見に基づき、教室で教える
べきことや教師として知っておくべきことを示し、併せて発音練習
を行う。

Michael Carroll（国際教養学部英語・国際文化
学科教授）
大阪府和泉市
南條 健助（国際教養学部英語・国際文化学科
准教授）

6時間 平成30年7月25日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

5,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469505214号

0725-54-3131

http://www.andrew.ac.j
p/

桃山学院大学

英語教育に関する最新の知識と技能をワークショップ形式で体得
し、英語指導能力と英語運用能力の向上を図る。取り扱う内容は
多岐にわたるが、ワークショップBでは、意識化タスクや解釈タス 島田 勝正（国際教養学部英語・国際文化学科
【選択】英語教員夏季ワークショッ
クによって気づきを促す文法指導やディスコースをとおした文法 教授）
大阪府和泉市
プ B
指導を紹介する。さらに、話し言葉において短縮形をどのように DECKER, Warren（共通教育機構講師）
取り入れるかについて実例を示すとともに、想像上の会話によっ
て誰もが気軽に楽しく参加できるスピーキング活動を示す。

6時間 平成30年7月27日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

5,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469505215号

0725-54-3131

http://www.andrew.ac.j
p/

桃山学院大学

国際連合における「平和」と「国際協調」の理念を教育の面にお
いて担保するものとして、「国際理解教育」は、世界の各地で戦後
の長きにわたり実践されてきた。ただ、そのあり方については、時
【選択】国際理解教育（SDGsの取
岡崎 裕（和歌山大学教育学部教職大学院教
と場所、さらにそれを担う主体によって、多様な展開を見せてきた
り組みを中心に）
授）
と言える。本講習においては、このような国際理解教育に関して、
SDGｓ（持続可能な開発目標）、ESD（持続可能な開発のための
教育）の取り組みを中心に考えていく。

6時間 平成30年7月30日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭

5,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469505216号

0725-54-3131

http://www.andrew.ac.j
p/

松井 欣也（短期大学部准教授）

大阪府和泉市
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成30年7月31日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

5,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469505217号

0725-54-3131

http://www.andrew.ac.j
p/

大阪府和泉市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

5,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469505218号

0725-54-3131

http://www.andrew.ac.j
p/

講習の開催地

桃山学院大学

英語教育に関する最新の知識と技能をワークショップ形式で体得
し、英語指導能力と英語運用能力の向上を図る。取り扱う内容は
多岐にわたるが、ワークショップCでは、ペア・グループ学習を利
【選択】英語教員夏季ワークショッ
用したリーディングやライティング活動を紹介するとともに、構造
プ C
化されたスピーキング課題により生徒の不安を軽減する方法を
探る。さらに、読解・聴解プロセス研究の知見から外国語学習法
を考えるとともに、母語話者信仰について議論する。

桃山学院大学

アクティブラーニングの中に「調べ学習」があります。この学習に
は「データ」をどこから集めたらいいのかを含みます。しかし調べ
てもデータが見つからなければどうすればいい？ 「作ればいい」
これが答えになります。
【選択】データをゼロから作ってア
この講習では、アクティブラーニングの中で重要な位置を占める 中村 勝之（経済学部経済学科教授）
クティブラーニングに活かそう
データの扱い方について「なければ作る」という姿勢を持ってもら
おうと思います。今回はデータを作成する素材として「歌詞」を取
り上げ、様々な歌詞から抽出してデータを作成し、それに基づい
て新たな歌を作ることを体験して学んでもらいます。

桃山学院大学

【選択】国際ニュースの読み方を
多角的に学ぶ

この講座は国際ニュースの読み方を多角的に講義する。第1限
は、国際ニュースに頻出するキリスト教とギリシャ神話の主要な
エピソード、歴史上のできごと、組織名（例 ペンタゴン）を解説す
軽部 恵子（法学部法律学科教授）
る。第2限は、アメリカ大統領のスピーチを英文読解、プレゼン
テーション技術、および国際法の視点から考察する。第3限は、海
外メディアのホームページを教材にして、メディア・リテラシーを学
ぶ。第4限は、筆記試験と解説を行う。

大阪府和泉市

6時間 平成30年8月2日

教諭

英語科、社会科、
国語科の担当教
員等

5,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469505219号

0725-54-3131

http://www.andrew.ac.j
p/

桃山学院大学

【選択】みんなで英語を話そう！
（英語教育入門）

この講習では、基本的な英語の教育活動について学びます。具
体的には幼稚園や小学校、中学校、支援学校、家庭教室等で使
える簡単なゲームや、絵本、歌、自己紹介、挨拶などを紹介しま
す。その後、参加者同士でお互いにアイディアを交換しながら、 DECKER, Warren（共通教育機構講師）
新たな英語の教え方を一緒に発見しましょう。全て参加型で進め
ますので、英語復習と練習のチャンスにもなります！皆様の積極
的な参加をよろしくお願いいたします。

大阪府和泉市

6時間 平成30年8月4日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
中学校等、初級
の英語に関わる
教員、養護教諭

5,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469505220号

0725-54-3131

http://www.andrew.ac.j
p/

【選択】博学連携を考える

現代が生涯学習社会と呼ばれるようになって久しい。しかし生涯
学習施設としての博物館と学校の連携は決してうまくいっている
とは言えない。その理由の一つには学校側が博物館をうまく利用
し切れていない現状がある。そこで本講習では博物館について 井上 敏（経営学部准教授）
の基本的な事柄を、更にその中でも博物館教育について講義を
し、学校教育の考え方とのズレを認識し、受講者の興味関心に基
づいて「博学連携」の具体的な取り組みを考察する場としたい。

大阪府和泉市

6時間 平成30年8月6日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭

5,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469505221号

0725-54-3131

http://www.andrew.ac.j
p/

桃山学院大学

【選択】成年年齢と法

2015年6月に公職選挙法が改正され、国政選挙等の選挙権を有
する年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられた。そし
て、現在、成年年齢の引き下げが議論されている。成年年齢の
田中 志津子（法学部法律学科教授）
引き下げにより、どのような影響が出るのか。民法、刑法、憲法そ
江藤 隆之（法学部法律学科教授）
れぞれの観点から成年年齢の引き下げを考察し、児童・生徒が
松田 聰子（法学部法律学科教授）
「成人」とはどのようなものか、「子ども」から「成人」になることに
より社会の受け止め方が変わる理由を論理的に説明できるよう
に誘う。

大阪府和泉市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭

5,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469505222号

0725-54-3131

http://www.andrew.ac.j
p/

桃山学院大学

【選択】生命倫理学

生命倫理学が成立した背景と、その基本的な考え方から出発す
る。そして、生命倫理の問題について事例を中心に取り上げ、安
楽死やＱＯＬなどの生命倫理学の基本的な概念を具体的に考え 伊藤 潔志（経営学部経営学科准教授）
ていく。最後に、生命倫理学では取り扱われることの少ない「障
害」について、応用倫理学の見地から考察する。

大阪府和泉市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭

社会科教諭、そ
の他関心のある
教諭、 養護教諭

5,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469505223号

0725-54-3131

http://www.andrew.ac.j
p/

桃山学院大学

【選択】生徒指導の実践

個に応じた指導は、近年、ますます重要となっている。しかし、多
様な事案が学校を混乱に陥れることも少なくない。それらを予見
し未然に防ぐ取組は、学校現場では、最重要課題の一つとなって
いる。本講座では、学校職員室でのファシリテーションの実践を 木村 重房（天理大学非常勤講師）
紹介して教員間の良好なコミュニケーションづくりを体験し、どの
ように教職員が協力体制を築いて生徒指導を実践していくかに
ついて共に学ぶ。

大阪府和泉市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭

5,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469505224号

0725-54-3131

http://www.andrew.ac.j
p/

関西国際大学

iPS細胞やゲノム編集技術などバイオテクノロジーの進展は目覚
ましく、農業、医療、エネルギー分野への応用が進んでいます。
【選択】健康に生きるための医療 学校教育においても新たな内容が追加され、がん教育を含む健
谷口 一也（教育学部准教授）
リテラシー教育
康教育の重要性が高まっています。本講習では、話題となってい
るバイオテクノロジーや感染症、がん教育などについて基本的な
内容を分かりやすくお伝えし、議論の場を提供します。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年7月30日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

40人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505072号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

音楽を通した豊かな感性や表現は、自然や身近な環境・生活と
の関わりから、音に親しみ、感じたことや考えたことを自分なりに
表現することから育まれるといえます。①感じたことや考えたこと
【選択】音に親しみ育む表現活動 を音や動きで表現する、②表現活動のプロセスについて思考・判 島川 香織（教育学部准教授）
断し振り返る、③鍵盤楽器等の実技を伴った具体的な表現方
法、④方法研究としての授業構成、について実践的に講義しま
す。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年7月30日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505073号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

桃山学院大学

釣井 千恵（国際教養学部英語･国際文化学科
准教授）
大阪府和泉市
Adrian Wagner（国際教養学部英語･国際文化
学科講師）
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ＵＲＬ

関西国際大学

美術教育の現状を踏まえ今日的な美術の状況をどのように学校
教育に反映させるべきかについて、教材としての具体的な取り入
【選択】子どもと活動を楽しむため れ方を通して美術教育の今日性を考えます。その上で，題材や
大西 洋史（教育学部准教授）
の造形表現・図画工作科
授業を具体的に構想する力や子どもの自発的・主体的な学習を
保障しながら授業を展開する力など、美術教育に関する理論的・
実践的力量の形成を講義と実技を通してはかります。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年7月30日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505074号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

特別支援教育は、障害者の権利に関する条約署名や障害者差
別解消法成立を受けて、障害のある幼児児童生徒一人一人に応
じた「合理的配慮」のもと、よりいっそう充実させていくことが求め
【選択】特別支援教育における現 られている。本講習では、「合理的配慮」についてまず確認し、そ
梶 正義（人間科学部准教授）
の後、学校現場での学習上の問題や行動上の問題、就学・進学
状と課題
の問題などへの対応について考える。また、幼児児童生徒の教
育の骨子となる個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成と
適用についても講義する。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年7月31日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

90人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505075号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

社会人に必要な能力として多くの人がコミュニケーション能力を挙
げるが、そもそもコミュニケーション能力とはどういうものであるの
か。コミュニケーション能力とは何か、どのようにすることで育成で
【選択】コミュニケーション能力の きるかについて考察する。講習は、講義だけでなく適宜ワーク
荒瀬 克己（大谷大学文学部教授）
ショップ形式を採り入れて行う。講師による高等学校、大学等で
育成について
の実践を基にした内容を主とするが、教育課程の連続性を重視
する観点から、幼・小・中・高の全教諭および養護教諭を受講対
象とする。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年7月31日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

90人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505076号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

これまでの国語とこれからの国語ではいったい何が変わるのか。
子どもたちが主体的に学ぶために必要な知識・技能とは。思考
【選択】明日から使える国語実践 力・判断力・表現力を身につけるには。一人ひとりの適性に応じ
中西 一彦（教育学部教授）
た学びを実践するためには。これらの課題に対し、参加者相互が
①
体験を通じて意見交流し、「明日から使える」という実感を得られ
るように具体的な材料を提供したい。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年7月31日

教諭

小・中学校教諭
（国語）

6,000円

80人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505077号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

これまでの国語とこれからの国語ではいったい何が変わるのか。
子どもたちが主体的に学ぶために必要な知識・技能とは。思考
【選択】明日から使える国語実践 力・判断力・表現力を身につけるには。一人ひとりの適性に応じ
中西 一彦（教育学部教授）
た学びを実践するためには。これらの課題に対し、参加者相互が
②
体験を通じて意見交流し、「明日から使える」という実感を得られ
るように具体的な材料を提供したい。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小・中学校教諭
（国語）

6,000円

80人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505078号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

最近の非行の特徴や原因、非行少年の特徴について理解すると
【選択】少年非行の現状と指導の
ともに、具体的な事例に対する指導について討議しながら、非行 坂野 剛崇（人間科学部教授）
あり方
のある子どもに対する指導のあり方等について研究する。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

90人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505079号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、養護
教諭

6,000円

90人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505080号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

発達障害の幼児期の子ども達の発達特性について細かく理解す
ることで、発達障害の子供たちの困り感に寄り添い、その対応に
ついて考えていきます。そのプロセスで、日ごろ子供たちに接して
【選択】乳幼児期の発達障害児の いらっしゃる先生方に子どもの発達の支えについて再度考えて頂
松本 恵美子（教育学部准教授）
特性と関わり方
ける機会を提供できればと考えています。そして最後まで子供た
ちに付き合わねばならない保護者と、どのように療育のための
パートナーシップを組めば、保護者を本当に支えることができる
のかも、一緒に考えて頂ければと考えています。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月2日

教諭
養護教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、養護
教諭

6,000円

90人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505081号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

本講習では、まず、近年の情報通信技術動向の変化、および、
わが国における「教育の情報化」に対する方向性や課題につい
て概説していきます。その後、学校現場でのICT活用に関する現
【選択】教育の情報化と学校現場
状や事例を参考にしながら、ご自身の担当授業を想定した活用
でのICT活用と情報モラル教育の
山下 泰生（副学長）
方法について案を考えてグループで討議して頂きます。また、デ
重要性について
ジタル・ネイティブ世代と呼ばれる現在の子供（＋保護者）たちに
対する情報モラル教育の重要性の指導についても検討していき
ます。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月2日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

70人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505082号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

【選択】児童・生徒がやる気にな
る算数・数学の授業

公立・国立中学校での経験を踏まえ、子ども達が食いつく算数・
数学の教材づくりや授業の組み立て、また発問・板書など授業技
上原 昭三（教育学部准教授）
術等について、実践を紹介しながら深めていきたいと考えていま
す。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小・中学校教諭
（数学）

6,000円

90人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505083号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

【選択】児童英語の活動

英語教育の教科化、低学年からのスタートを視野に入れ、英語
活動に必要な教室英語をはじめとして、英語遊び歌、国際理解教 片山 真理（教育学部教授）
育や他教科との連携、こどもの育ちを支援する英語活動などにつ 北村 友美子（非常勤講師）
いて、実際に体を動かしたり考えたり体験しながら、学びます。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505084号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

【選択】いじめの実態とその具体
的な対処要領

いじめで子供が自らの命を絶つような事件が起きないことを誰も
が願っている。しかしながら、現実には、人生を学ぶ場所で、大切
な時期にその子の幸せな人生そのものを「いじめ」は奪うので
西岡 敏成（人間科学部教授）
す。そこで、本講習はいじめ事案に対して、学校は、親は、大人
は何をどうすれば良いのかなどについて、グループ討議も交えた
具体的な講習を実施します。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月3日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

90人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505085号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

近年、急速な少子化の進行や核家族化等の社会の変化を背景
として、家庭や地域社会の教育力の低下や深刻な子どもの事件
関西国際大学

等が発生し、また、それに伴い、子どもたちの教育の充実や子育
小田 豊（聖徳大学児童学部教授）
【選択】学校教育の課題と現状＋
て支援の質の充実が求められている。こうした教育に関わる諸課
中橋 美穂（大阪教育大学教育学部准教授）
幼児の事実からの学びを考える
題にどのように対応していけばよいのかを様々な角度から考えて
みたい。幼児期の事実の記録方法や幼小接続の課題についても
取り上げる。
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対象職種

主な受講対象者

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

80人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505086号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月3日

教諭

中・高等学校教
諭

6,000円

40人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505087号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

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
【選択】連携協力－貧困連鎖 教
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被 道中 隆（教育学部教授）
育で断て
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4日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

90人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505088号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

【選択】英語の発音指導

最初に、英語音声の基礎的な知識、日本語との違いについて解
説します。次に、発音指導法について先生方が抱えておられる問
題点について、受講者との議論から検討します。 また、その問
題点をどのようにすれば解決できるのか、グループで検討し発表 有本 純（教育学部教授）
して、さらに内容を深めていきます。後半では、具体的な発音指
導法の説明をして、児童・中学生を主対象として導入と矯正指導
法の実際を体験的に理解して戴く予定です。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月4日

教諭

小・中（英語）・高
等学校（英語）教
諭

6,000円

40人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474505089号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西学院大学

今日、情報技術の急速な発展に伴い、社会の情報化、ネットワー
ク化が加速度的に進んでいる。本講習ではまず、情報化社会を
理解する切り口として「人工知能を概説」し、人工知能がもたらす
岡村 浩一郎（商学部准教授）
【選択】情報化、ネットワーク化の
社会の変化について考えていく。続いて、ネットワーク化した社会
土方 嘉徳（商学部准教授）
進む現代社会
の理解に有益な考え方・ツールとして「社会ネットワーク分析を紹
介」する。本講習が受講者の授業設計、生徒指導の一助となるこ
とを願う。

兵庫県西宮市

6時間 平成30年7月23日

教諭

中学校教諭（社
会科）、高等学校
教諭（公民科、商
業科、情報科）

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476506020号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

兵庫県西宮市

6時間 平成30年7月24日

教諭

中学校教諭（宗
教科・社会科）、
高等学校教諭
（宗教科・地理歴
史科・公民科）

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476506021号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

兵庫県西宮市

6時間 平成30年7月24日

教諭

幼・小学校教諭

7,500円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476506022号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

関西国際大学

「幼稚園教育要領」等が改訂された。また、認定こども園の増加
など、就学前保育・教育施設が多様化している。保育・教育をめ
【選択】幼稚園教育要領等の改訂 ぐるさまざまな課題と展望について講義する。①「幼児期の終わ
下里 里枝（教育学部准教授）
と幼児教育の課題
りまでに育ってほしい10項目」について ②保育の質の向上につ
いて③保育者（保育教諭）の専門性について など。参加者との
ディスカッションも交えて進行する。

兵庫県尼崎市

関西国際大学

プレゼンテーションとは、話すスピードや視線の動かし方など、テ
クニックに関するスキルや、最近ではパソコンを使った発表がプ
レゼンテーションであると考えられることも多い。テクニックやツー
ルもプレゼンテーションの一要素であるが、最も重要なのは「何を
【選択】プレゼンテーション能力開
どのように伝えるか」である。生徒のコミュニケーション力の養成 上村 和美（人間科学部長）
発
のため、生徒が自分の考えを正しくわかりやすく相手に伝えられ
ようになるグループワークの手法を用いたプレゼンテーションの
習得法と共に、パソコンを使ったプレゼンテーションの基礎につい
ても学ぶ。

関西学院大学

【選択】宗教改革500年後のキリ
スト教

マルティン・ルターが「95箇条の提題」をヴィッテンベルク城の扉
に掲示してから500年が経ちました。この事件に象徴される宗教
改革は、私たちが世界三大宗教の1つであるキリスト教を理解す 淺野 淳博（神学部教授）
るのに不可欠です。本講習は、ドイツ人神学者の目から見た歴史 加納 和寛（神学部准教授）
の中のルターとその改革運動、組織神学者が評価する宗教改革 クリスティアン・トリーベル（神学部助教）
の現代的意義、そして新約聖書学者が対比する使徒パウロとル
ターのユダヤ教（トーラー）理解から構成されています。

関西学院大学

【選択】幼児・児童における造形
活動

今日、造形活動、図画工作、美術が現場において軽んじられてい
る印象がある。実際は子どもの成長過程に非常に重要な要素、
清原 知二（教育学部教授）
「生きる力」を含んでいる。本講義では幼児からの造形活動の発
栗山 誠（教育学部教授）
達を解説し、紙を主に使った造形を行う。また、時間によるが、小
学校を中心とした造形遊びについても解説したい。

関西学院大学

本講習は、生涯スポーツへとつながる体育・スポーツ指導につい
【選択】体育実技における理論と て学ぶことを目的とする。具体的には、タグラグビー、陸上競技の 溝畑 潤（人間福祉学部准教授）
実践
授業づくりに着目し、それぞれの理論と指導法について検討す
林 直也（人間福祉学部准教授）
る。なお、実践については、学生をモデルに行うこととする。

兵庫県西宮市

6時間 平成30年7月27日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（保健体育科）

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476506023号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

関西学院大学

特別支援教育の今日的課題について、特に、発達障がいの子ど
もの支援を中心に、学校現場で教育実践を行うために求められ
【選択】障がいのある子どもの理 る支援・指導の在り方や授業の考え方に関する最新の知識・情
菅原 伸康（教育学部教授）
解と指導
報の修得を目指す。
また、障害者差別解消法やインクルーシブ教育システムなどの教
育政策についても理解を深める。

兵庫県西宮市

6時間 平成30年7月27日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476506024号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

関西学院大学

【選択】国語古典教材の背景

おなじみの古典教材について、あまり教科書に掲載されない箇
所や、他作品における関連箇所を合わせ読むことにより、古典文
学全般への理解を深める。具体的には『伊勢物語』『枕草子』『源 星山 健（文学部教授）
氏物語』『大鏡』『古今著聞集』『栄華物語』などを取り上げる予定
である。

兵庫県西宮市

6時間 平成30年7月31日

教諭

中学校（国語
科）・高等学校
（国語科）

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476506025号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

【選択】乳幼児の発達・保育と児
童期以降の教育・学習

講義の前半では、発達心理学の理論や近年の研究を学び、保育
における遊びや生活を通した乳幼児の認知発達、社会性・道徳
性発達をとらえ、保育者による一人ひとりに応じた適切な援助の
橋本 祐子（教育学部教授）
あり方について事例を交えながら学ぶ。後半では、児童期以降の
金田 茂裕（教育学部准教授）
子どもの教育と学習のありかた（教授法と学習効果など）に関し
て、教育心理学、認知心理学、発達心理学の観点から考える。グ
ループに分かれディスカッションを行う時間も設ける。

兵庫県西宮市

6時間 平成30年8月1日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476506026号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

関西学院大学
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

不登校といじめについて、社会学の視点から考えます。不登校に
ついては、「なぜ起こるのか」「学校に戻すにはどうすれば良い
か」という問いをいったん棚上げし、当事者にとって不登校がどの
ような経験でありうるか、いかなる対応が望ましいかを考えます。 貴戸 理恵（社会学部准教授）
いじめについては、社会学の研究を参照しながら、いじめが成立
する社会的条件とは何かを考えることを通じて、被害者の経験や
支援の可能性に迫ります。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

兵庫県西宮市

6時間 平成30年8月2日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476506027号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

関西学院大学

夜型社会の進行によって、子どもの生活習慣が大きく変化してい
る。このような睡眠の乱れ（崩眠）は、食環境・対人関係などと関
連し生活全体および心身の状態に影響を与えている。本講習で
【選択】子どもの3つのLIFEを支え
は、乳幼児・小中高生を対象にした生活実態調査の結果と睡眠
小谷 正登（教職教育研究センター教授）
る睡眠を中心とした生活臨床（生
健康教育の実践内容などをもとに、睡眠を中心とした生活の立て
活の立て直し）
直し（生活臨床）の意義とその具体的方法を、食生活のあり方と
も関連させて開発的生徒指導・育てるカウンセリングの視点から
検討する。

兵庫県西宮市

6時間 平成30年8月3日

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼・小・中・高等
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円

60人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476506028号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

関西学院大学

今日の数学教育では空間図形を体系的に学習し、問題解決に活
かすという機会は少ない。旧制中学校では空間図形の平面への
【選択】旧制中学校に学ぶ空間図 作図（主として投影図）と円錐曲線を結び付けるなど、斬新な試み
片岡 啓（教職教育研究センター教授）
が行われていた。これらを学ぶとともに、実際に円錐を切断した
形
立体模型を作成するなど、今日の授業につながる教材作りも行
う。

兵庫県西宮市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校・高等学
校教諭（数学科）

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476506029号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

兵庫県三田市

6時間 平成30年8月7日

教諭

中・高等学校教
諭（数学科・情報
科）

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476506030号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

6時間 平成30年8月10日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476506031号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

関西学院大学

【選択】不登校・いじめを考える：
教育社会学の視点から

IoT技術によりあらゆる機器がネットに繋がると，その機器が作り
出したデータがネットワークで流通し，データが蓄積され，データ
を利活用することで生活の質を向上させることが可能となります． 巳波 弘佳（理工学部教授）
大崎 博之（理工学部教授）
本講義では，「大規模ネットワークのモデル化やアーキテク
チャ」，「データを利活用する機械学習や人工知能」，およびそれ 猪口 明博（理工学部准教授）
らの「諸問題の定式化や効率的なアルゴリズムの設計論」に関し
て，数学的な見地も交えて紹介します．

関西学院大学

【選択】IoT時代における情報科
学の最前線

関西学院大学

戦後のわが国における小・中・高の教育現場では、授業をはじめ
学級経営の実践場面で、子ども同士の人間関係に着目して、学
級集団、学習集団、集団学習、小集団学習、協同学習、バズ学
【選択】協同（人間関係、集団）に
習などのネーミングのもと、さまざまな学習や活動が展開されて
着目する学習の進め方
きた。本講義では、こうした学習の成果や課題を概観するととも
に、今日求められている協同学習の実践の具体的な進め方等に
ついて、実践例等も紹介しながら講義を進める。

南本 長穂（教職教育研究センター非常勤講
師）
兵庫県西宮市
高旗 浩志（岡山大学教師教育開発センター教
授）

神戸親和女子大 【選択】英和辞典・コーパスを活
学
用した英語指導

本講習では、英和辞典・英語コーパスの現状とその動向を知り、
それぞれの知見から得られる情報を中学校・高等学校の英語授
田畑 圭介（文学部准教授）
業で活用する具体的手法を取り扱います。また英語コーパス
(BYU Corpora)の検索方法と検索ソフト(AntConc)の操作法を理
解し、英語コーパスの活用法を検討していきます。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校教諭（英
語）、高等学校教
諭（英語）

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491505414号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

神戸親和女子大 【選択】「思考力・判断力・表現
学
力」を鍛える国語科授業づくり

『学習指導要領』（平成29年3月公示）において「思考力・判断力・
表現力」の育成が求められる。それを国語科の授業でどう図る
か。その授業のあり方として『学習指導要領』では「『主体的・対
齋藤 隆彦（発達教育学部教授）
話的で深い学び』の実現が強調されるが、その理論と具体的な
実践方法を、「抽象化・具体化」と「《類似》による接続」のふたつ
の思考法を軸に講義と演習を通して明らかにする。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月6日

教諭

中学校教諭（国
語）、高等学校教
諭（国語）

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491505415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
神戸親和女子大 【選択】「特別の教科 道徳」の魅
ます。 教科となるその重みを鑑みて、心豊かな子どもを育てる ｢ 廣岡 義之（発達教育学部教授）
学
力ある授業実践へ向けて
道徳｣の授業実践をじっくりと学びましょう。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491505416号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

子どもの生活に即した活動や体験を通して「自然認識・社会認識
の芽」を育てます。小学校生活への適応と幼稚園教育との連携を
神戸親和女子大 【選択】身近な環境に親しむ生活
藤池 安代（発達教育学部教授）
図りつつ、子どもたちの生活環境の課題等について把握し、その
学
の授業と保育
澤田 愛子（発達教育学部教授）
改善策を考察します。その上で、幼児期・児童期に相応しい環
境・生活科教育について実践的に深めていきます。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭、幼
稚園教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491505417号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491505418号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491505419号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

神戸親和女子大 【選択】体と心を育てるリズムト
学
レーニング

リズムトレーニング（リズムジャンプ）は、幼児からプロアスリート
まで展開されている、新しい運動プログラムです。体験すると、
「楽しい、もっとしたい」という声が聞こえてきます。キーワードは、
リズム感、しゅんぱつ力、体幹など運動面の育ちと、見る力、聴く 津田 幸保（美作大学生活科学部准教授）
力、協同する力など心の育ちにもつながります。
植山 佐智子（発達教育学部教授）
「楽しい、もっとしたい！」を、どう保育の中で展開して、新幼稚園
教育要領、非認知能力の育ちにつながるか、自ら動いて体験し、
保育力につなげていきましょう。

特別支援教育が発足して12年目を迎えました。幼稚園から高校、
大学まで特別支援教育が展開されるとともに、「合理的配慮」の
提供により、より一層の定着が図られようとしています。この講習
神戸親和女子大 【選択】一人一人を生かす特別支 では、教育的支援を必要とする子どもたちの生涯支援の視点か 森田 安徳（発達教育学部准教授）
学
援教育の充実をめざす（小中高） ら、「インクルーシブ教育システム」「新しい学習指導要領におけ 紅山 修（発達教育学部教授）
る特別支援教育」「通常の学級におけるユニバーサルデザインの
支援」について、概括的な内容を学ぶとともに、日々の教育実践
につながる具体的なスキルについても述べたいと考えています。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

小学校は本年度から新学習指導要領の移行期に入ります。そこ
で、「新学習指導要領 国語」では、何が変わるのか何が変わら
神戸親和女子大 【選択】国語科の新学習指導要領 ないのか、授業を学習指導案やビデオを通して具体的に示して
森 成美（発達教育学部教授）
いきます。また、学級づくりの視点から、新学習指導要領で求め
学
と授業改善
られる「語彙を豊かにしコミュニケーション力を高める指導の在り
方」も示していけたらと考えています。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491505420号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

神戸親和女子大 【選択】心と身体を育てる運動遊
学
び

近年の子どもの置かれている状況を踏まえ、身体・心の発育発
達につながる運動あそびを体験します。身近な物での運動あそ
びを知り、その時の指導者としての関わり方の違いにより育つも
越智 正篤（発達教育学部非常勤講師）
のの違いを感じます。その後実際の子どもの様子をDVDなどで
確認します。そこからこれからの教育・保育現場での子どもとの
関わり方を学びます。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491505421号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
【選択】子どもの育ちと環境
学

様々な保育実践エピソードを中心に、遊びの中で育つ豊かな学
びについて考察します。また、子どもが夢中になって遊ぶ環境に
どの様な意味があるのかについても、グループ・ディスカッション 猪田 裕子（発達教育学部准教授）
を中心に検討していきます。さらには、子どもを捉える視点と保育
の質についても探究していきます。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491505422号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

児童生徒の読解力が改めて大きな課題となっています。このよう
な現状を踏まえ、学校現場で子どもたちの読書理解力・表現力を
神戸親和女子大 【選択】児童生徒の確かな読書力 高めていく指導方法についてスキルアップを行います。具体的に
笹倉 剛（文学部教授）
は、児童生徒の読書の意義について詳しく考察し、次には読み聞
学
アップを目指す指導法
かせとビブリオトークについて、講義と演習を実施します。図書館
の司書レベルを目指してスキルアップしましょう。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491505423号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

科学への関心を育てる理科実験と自然観察の意義と方法につい
神戸親和女子大 【選択】科学への関心を育てる理 て考えます。子どもたちが興味をもって学び、楽しく豊かに自然を
觜本 格（発達教育学部教授）
認識することにつながる実験・観察を紹介し、明日からの授業に
学
科実験と観察
役に立つ教材・教具の製作をとおして、実践的に学びます。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭

6,500円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491505424号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

特別な支援を必要とする子どもは、どのような事、どのような場面
神戸親和女子大 【選択】一人一人を生かす特別支 で困り感を感じているのでしょう。具体的な例をあげて、当事者、 石岡 由紀（発達教育学部教授）
またその子どもをとりまく人々（ともだち、保護者）に対する支援の 佐藤 智恵（発達教育学部准教授）
学
援教育の充実をめざす（幼）
あり方について、講義とグループワークを通して学びます。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491505425号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

「技法を体験する学び」から「表現を探し出す学び」について考察
し、造形表現や図画工作の意義や内容、子どもと造形表現につ
神戸親和女子大 【選択】表現を探しだす学びとして
いての理解を深める。また、材料や道具、身体との関わりを通し 須増 啓之（発達教育学部助教）
学
の造形表現
た表現の楽しさと記録することの大切さについて活動を通して学
ぶ。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491505426号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

江嵜 和子（人間健康学部教授）
磯田 宏子（人間健康学部准教授）
衣笠 治子（人間健康学部教授）
角田 智恵美（人間健康学部准教授）
養護教諭の職務に関わる専門領域として、「看護学」「学校保健」 藤澤 政美（人間健康学部教授）
園田学園女子大 【選択】養護活動の実践力を高め 「救急処置の対応」および「養護学」「ウエルネス」「食事と健康科 堀田 博史（人間健康学部教授）
兵庫県尼崎市
学
る
学」「生徒指導の現状と課題」などについて取り上げ、今日的課 小田桐 良一（人間健康学部教授）
近藤 照敏（人間健康学部教授）
題について、対面的にその実践力を高めることを目的とする。
佐藤 美恵（高槻市教育委員会事務局教育指
導部教育指導課課長）
平良 伸哉（大阪府教育センター非常勤嘱託職
員）

18時間

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

養護教諭

養護教諭

18,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年5月31日

平30-30495506018号

06-6429-9904

http://www.sonodau.ac.jp

廣岡 正昭（人間教育学部教授）
衣笠 知子（人間教育学部准教授）
中村 泰介（短期大学部幼児教育学科准教授）
倉科 勇三（短期大学部幼児教育学科准教授）
堀田 博史（人間健康学部教授）
小田桐 良一（人間健康学部教授）
近藤 照敏(人間健康学部教授）
兵庫県尼崎市
中井 豊（関西大学非常勤講師）
高井 照隆（高井音楽事務所代表、大阪芸術大
学非常勤講師）
佐藤 美恵（高槻市教育委員会事務局教育指
導部教育指導課課長）
平良 伸哉（大阪府教育センター非常勤嘱託職
員）

18時間

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

18,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年5月31日

平30-30495506019号

06-6429-9904

http://www.sonodau.ac.jp

教諭

小・中学校教諭
（英語）

6,000円

40人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506720号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

本講座は、幼稚園・小学校教諭としての今日的課題について、多
方面からその実践力を高めることを目的とする。特に教育現場で
園田学園女子大 【選択】幼稚園・小学校教諭の実 問題とされる事例研究を通して、保護者・子ども・教職員とのかか
学
践力の再構築
わりについて考察を深める。同時に、クラス経営・情報機器の活
用・子育て支援のあり方についてもその理解を深め、実践力を高
める。

姫路獨協大学

小学校英語は、2020年度の中学年導入・高学年教科化に向けて
平成30年度より移行期に入っている。また、中学校英語も小学校
の指導内容を理解した上で、より質の高い言語活動を設定し、授
業で実践する必要がある。
【選択】次期学習指導要領を踏ま
本講習では、小学校中学年の外国語活動と高学年の外国語科
えた小・中学校における英語教
の授業の進め方、また中学校での「英語で進める授業」「５つの
育
領域の統合を図ったコミュニケーション指導」「生徒の主体的・対
話的で深い学びの実現を図る授業」について、ワークショップ形
式を取り入れた講義で、目的・理論・指導方法を分かり易く講習
する。

稲岡 章代（姫路獨協大学大学院言語教育研
究科 非常勤講師）
衣笠 知子（園田学園女子大学人間教育学部
准教授）

兵庫県姫路市
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6時間 平成30年7月30日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

姫路獨協大学

【選択】法教育を考える

新学習指導要領の告示や、裁判員制度の導入などに伴い、学校
教育における「法教育」の重要性は、今後ますます高まっていくも
のと考えられる。小・中・高の段階において、どのようにして児童・
生徒に「法」について教育していくべきかを、公法（憲法等）、国際
法、民事法、刑事法に関する具体的なケースを素材としながら、
ディスカッションやロールプレイを通して、受講者のみなさんと共
に模索してみたい。

姫路獨協大学

【選択】障害支援（福祉機器領
域）論

姫路獨協大学

担当講師

小林
吉原
永田
福山

直樹（人間社会学群准教授）
司（人間社会学群准教授）
泰士（人間社会学群准教授）
好典（人間社会学群講師）

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506721号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

先天的あるいは後天的に障害をもった場合でもQOL（生活の質）
を高めるための支援について学ぶ。特に障害の改善が望めない
場合、障害を補う支援が必要になるが、福祉機器による支援もそ
山形 力生（医療保健学部教授）
の一つである。ここでは、自助具や福祉用具に関する基本的事
項について学び、現場での利用や活用ができることをねらいとす
る。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506722号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

【選択】障害支援（福祉機器領
域）論

先天的あるいは後天的に障害をもった場合でもQOL（生活の質）
を高めるための支援について学ぶ。特に障害の改善が望めない
場合、障害を補う支援が必要になるが、福祉機器による支援もそ
山形 力生（医療保健学部教授）
の一つである。ここでは、自助具や福祉用具に関する基本的事
項について学び、現場での利用や活用ができることをねらいとす
る。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月2日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506723号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

【選択】アダプテッドスポーツ
（Adapted Sports）

アダプテッドスポーツ（Adapted Sports）とは、スポーツのルール
や用具を実践者の「障がいの種類や状況に合わせたスポーツに
適応させるスポーツ」という意味です。本講習では、校種別におけ
る健康とスポーツ活動・運動についての考え方を理解し、アダプ 小田 慶喜（医療保健学部教授）
テッドスポーツを実践することにより特別な支援が必要な子どもを
理解することで、インクルーシブ教育にも対応でき、学校現場で
の適切な指導ができるようにすることを目的とする。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月6日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

60人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506724号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

【選択】生徒指導（生活指導を含
む。）

昨今の学級経営において、生徒指導の難しさが際立っている。家
庭の教育力が低下している中、小学校、中学校、高等学校にお 平岡 清志（人間社会学群教授）
いていかに指導し、健康的な学校生活を送らせることができるの 三枝 俊也（学校法人日ノ本学園高等学校教員 兵庫県姫路市
か、先生方と一緒になって考え、議論してより良い考えを導き出 参与・教諭）
すように努める。

6時間 平成30年8月6日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、養護
教諭

6,000円

80人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506725号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

本講習では、運動不足による生活習慣病の予防を教育現場で展
開できるように予防医学の知識を理解し実践することにより、から
だを理解する楽しみを身につける。運動生理学の基礎を教育現
【選択】からだを理解する楽しさを 場に積極的に活かすために①体脂肪の測定によりからだの状態
小田 慶喜（医療保健学部教授）
を知る。②運動の強度を心拍数で計測することを理解する。③運
学ぶ
動の理解を日常生活で活かす試みを考える。④からだを理解す
る楽しさをまとめる。などの取り組みを理解し、積極的に実践でき
る試みを考える。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506726号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

昨今、特別支援学校等と普通学校とを区別する傾向が続いてい
るが、この傾向は決してよいとはいえない。発達障害児と普通児
が一緒に勉強することにより、お互いを理解し合い成績も上がっ
ていることが報告されている。「インクルーシブ教育」が叫ばれて 平岡 清志（人間社会学群教授）
日は浅いが、障害を持った生徒を特別な学校等に追いやること 照本 忠光（姫路市教育委員会育成支援課（総 兵庫県姫路市
なく、共に生活することによってお互いを理解し、双方が前向きに 合教育センター内）嘱託職員）
進めることを模索していく。障害児による授業崩壊等の問題もあ
るが、如何にしてこれを乗り越え、如何にして教師の力量を上げ
ていくか、意見交換していきたい。

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506727号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

【選択】インクルーシブ教育

姫路獨協大学

本講習では、中学校及び高等学校における指導において、ス
ポーツ科学の知識・技術の向上を図ることで、指導方法を安全か
【選択】指導現場に役立つスポー
つ効果的なものにすることを目的とする。スポーツ科学に関する
ツ科学～傷害への知識とその予
小田 慶喜（医療保健学部教授）
講義だけでなく、傷害予防のためのストレッチングを座学で学ん
防等～
だ後、実際に実践することでより講習の理解を深め、現場におい
て実践ができるような講習とする。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校教諭（体
育）、高等学校教
諭（体育）

6,000円

40人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506728号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

【選択】学習への動機付け

いかにしてやる気を起こすか？簡単なことのように見えて難しい
問題である。外国へ行くだけで英語を学びたいと思う。多くの人が
それで言語獲得へ動機付けられると解釈しているがそうではな
い。動機付けとは、その欲求を実現するための行動・努力が必要 平岡 清志（人間社会学群教授）
だ。従来の研究はそこが抜けている。その言語を獲得するために 島崎 保（医療保健学部教授）
如何に努力するか、「完壁」は無理かもしれないが、そこまでして 井上 光一（医療保健学部教授）
こそモチベーションの定義が当てはまる。その為にはどうすれば
いいのか、参考意見を述べながら皆で考えよう。動機付けを達成
することは正に人生の自己実現なり。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506729号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

生徒の自尊感情を高めるにはどうすればいいのか？高すぎても
駄目、低すぎても駄目、適度に高いことが最適であるが、如何に
して自尊感情を高めるか？従来の意見では、”褒めて育てる、叱
【選択】生徒の自尊感情を高める らない”ことがいいと言われているが、実際に日々の授業の中で 平岡 清志（人間社会学群教授）
ための教師への支援～道徳性の どういうことが効果的に自尊感情を高めることが可能なのか？従 竹田 レイ子（神戸市教育委員会スーパーアド
発展など～
来の研究では、「モラルジレンマ授業」が効果的であるといわれて バイザー）
いるが、他に高尚な音楽教育も自尊感情を高めることが報告され
ている。不安水準との関係も含めて自尊感情を上げるための方
策を考える。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

50人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506730号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

昨今の教育現場における薬物に関連する問題は、薬物乱用にと
どまらず、新学習指導要領の改正に薬に関する教育、アレル
【選択】教育現場と薬物に関連す ギーショック時のアドレナリン注射の問題、アンチ・ドーピング教
駒田 富佐夫（薬学部教授）
る問題
育とスポーツ、予防接種など多岐に渡っている。この講習では養
護教諭のみならず一般の教員に対してもこれらの問題について
理解を深められるよう解説する。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月10日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、養護
教諭

6,000円

50人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506731号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】自己受容とアンガーマネ
ジメント

怒りをごまかすのでも、排除するのでもなく受け入れることでアン
ガーマネジメントをするアプローチです。自分自身の感情を受け
入れることで、児童・生徒がもつ怒りの感情への対処の仕方が変
わります。「なんでそんなことで怒るのよ」とか「すぐキレないでよ」 平岡 清志（人間社会学群教授）
と怒りに怒りで対処している状態から解放され、子どもが出した 後藤 桂子（姫路獨協大学非常勤講師）
怒りに対して「怒りを出せてよかったね」、「言葉にして教えてくれ
てありがとう」と思えるようになります。午前中２コマが講義、午後
の２コマがワークショップとなります。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月11日

教諭
養護教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭、特別支
援学校教諭、養
護教諭

6,000円

40人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506732号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

【選択】心を開く表現活動

最近は、大人も子供も、心に仮面をかぶったり鎧をつけて、なか
なか本音が言えない状況にあるように思える。そこで本講座で
は、生徒・保護者・同僚とより良い人間関係を保てるように、ア
平岡 清志（人間社会学群教授）
サーションやリフレーミングのスキルを身につけ、コミュニケーショ
後藤 桂子（姫路獨協大学非常勤講師）
ン能力の向上を図る。また、一行詩の創作により、素直な心を引
き出す実践報告をする。これらによって相手の心と自分の心を開
くカギを見出すことが本講座のねらいである。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月12日

教諭
養護教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭、特別支
援学校教諭、養
護教諭

6,000円

100人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506733号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

今日、ICTを活用できる能力は、社会生活にとって不可欠なものと
なってきている。そのような社会状況の中で、小学校においてプ
ログラミング教育の必修化が検討されている。本講習では、先行 佐野 智行（人間社会学群教授）
【選択】プログラミング教育の現状
的な取り組み等のプログラミング教育のカリキュラム等の紹介と、 園田 浩一（人間社会学群准教授）
と展望
子ども向けプログラミング言語Scratchによるプログラミング体験 星野 未幸（姫路獨協大学非常勤講師）
実習を行う。講習を通してプログラミング教育の意義や、各教科
でどのように活用できるかを考える。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月20日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭

6,000円

30人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506734号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

現場で生かせる保育の理論と実践を学び、いろいろな課題に取
り組みながら保育者の姿勢や子ども自身を理解することを学ぶ。
【選択】教育要領の改訂と共に見 また、幼稚園教育要領の変換の経過から子育てに支援が求めら
保田 恵莉（医療保健学部准教授）
れるようになった現代の保育・教育について問題意識を得ながら
直すホンモノ保育
学び合う。 主に講義形式とし、一部に「表現活動」を取り入れ
る。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506735号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

【選択】ICTを活用した授業教材
の利用法

学校教育におけるＩＣＴ環境の導入・整備が進んでいる中で、授業
におけるＩＣＴ環境での教材活用の考え方・手法について講義演
佐野 智行（人間社会学群教授）
習をおこなう。情報機器やネットワークの整備が進む教育環境
で、ＩＣＴを活用した授業の事例や演習を通してその有効性や活用 園田 浩一（人間社会学群准教授）
方法について考える。黒板とチョークとデジタル化された学習教 野口 義栄（姫路獨協大学非常勤講師）
材の効果的な利用法について具体的な機器操作も含めて実習を
おこなう。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭

6,000円

35人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506736号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

【選択】暮らしの中の数理

本講習では、暮らしの中の身近な問題から、それらの奥に潜む数
理を取り出し、真に必要な基礎学力とは何かを考える。『暮らしの
安全を支える－暗号理論と「余り」の数学』、『学校教育（中学・高 山岸 規久道（人間社会学群教授）
校）で扱う統計学』、『オープンソースソフトウエアの活用』の３つ 秋本 義久（人間社会学群教授）
杉山 武司（人間社会学群教授）
のテーマに取り組む。３つ目のテーマでは、この講習によって
オープンソースが学校で有効に活用され、教育現場での仕事の
質と効率がより一層向上することを目指す。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校教諭（数
学・理科）、高等
学校教諭（数学・
理科・情報・工
業）

6,000円

40人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506737号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

本講義では、「身体」および「文化」の2つの観点から、人間が持っ
ている文化心理的行動や身体感覚について教授する。
講義形式とし、午前は「身体感覚」について、「日本・中国・英語
【選択】身体と文化～人間を考え
圏」の３つで比較し、午後は「ハロー効果」および「プラシーボ効
奥田 寛（人間社会学群教授）
る～
果」について、日本昔話「聞き耳頭巾」や諸外国の例示を用い
て、「信心（心理的感覚）」について講義し、日本と諸外国との相
違について学ぶことを目的とする。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498506738号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

岡山商科大学

○近年、市場環境の変化や国際財務報告基準（IFRS）との関係
などから、日本でも会計基準の変更に向けた議論が行われてい
【選択】現代会計の動向，ICT時
る。そこで、本講習では会計の国際化も視野に入れた上で、現代
代における護身術～被害者・加
吉良 友人（経営学部講師）
における会計の動向を学習する。
害者にならないために～（簿記会
箕輪 弘嗣（経営学部准教授）
○コンピュータの性能向上とインターネットの進化により，我々の
計・ビジネス情報処理）
生活は大きく変わりました．その変遷の速さを説明し，高度コン
ピュータ社会における新しい脅威，その対処方法を説明します。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月7日

教諭

主として、商業科
教諭

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年6月30日

平30-30513504547号

086-256-6653

http://www.osu.ac.jp/

岡山商科大学

【選択】広告と販売促進，産業組
織論（広告と販売促進・ビジネス
経済）

○本講習では、「広告と販売促進」を顧客創造に向けてのマーケ
ティング・コミュニケーションとして位置づけ、複数事例に基づき有
効なコミュニケーション手法や、ネット時代における今後の方向性
について講義する。
三好 宏（経営学部教授）
○産業組織論とは、企業の仕組みや行動を理解し、競争政策の 佐々木 昭洋（経済学部講師）
運用を考える学問分野である。本講習では産業組織論の基本的
な考え方を学ぶとともに、企業の成長に不可欠な研究開発やイノ
ベーションといったテーマに着目し講義を行う。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月8日

教諭

主として、商業科
教諭

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年6月30日

平30-30513504548号

086-256-6653

http://www.osu.ac.jp/

岡山理科大学

〇放射線による被曝線量の計算と人体への影響を考える。○昆
虫の世界の話と，標本作成方法について解説する。○「現代の宇
宙像」をソフトウェアMitakaを用いて概観する。○生物の多様性と
【選択】教師のための理科教育最
保全について考える。○突然変異とは何かを学び，実際にアル
新事情
デヒド脱水素酵素遺伝子の変異の有無を検出してみる。○今後
の理科教育を進める上での要点を解説し，持続可能な開発のた
めの教育（ＥＳＤ）を推進するための枠組みや実践例を紹介する。

教諭

中学校・高等学
校の理科担当教 21,000円
諭向け

40人

平成30年5月15日～
平成30年6月8日

平30-30514506440号

086-256-9703

http://www.ous.ac.jp/k
yousyoku/2002/index.h
tml

姫路獨協大学

豊田
中村
滝澤
福田
中本
岡本

新（理学部教授）
圭司（生物地球学部准教授）
昇（工学部教授）
尚也（生物地球学部准教授）
敦（理学部講師）
弥彦（理学部教授）

岡山県岡山市

18時間
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平成30年8月7日～
平成30年8月9日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

山崎 洋一（理学部講師）
河野 敏行（総合情報学部教授）
田中 敏（理学部教授）
加瀬 遼一（総合情報学部講師）
高嶋 恵三（理学部教授）
井上 雅照（理学部講師）
柳 貴久男（総合情報学部准教授）
森 義之（理学部准教授）
黒崎 東洋郎（教育学部教授）

岡山県岡山市

18時間

平成30年8月7日～
平成30年8月9日

教諭

中学校・高等学
校の数学担当教 21,000円
諭向け

40人

平成30年5月15日～
平成30年6月8日

平30-30514506441号

086-256-9703

http://www.ous.ac.jp/k
yousyoku/2002/index.h
tml

木原 朝彦（工学部教授）
小畑 正貴（工学部教授）
尾崎 亮（工学部講師）
笠 展幸（工学部教授）
小林 正実（工学部准教授）
クルモフ バレリー（工学部教授）
衣笠 哲也（工学部教授）
藤本 真作（工学部教授）
松下 尚史（工学部准教授）
平野 博之（工学部教授）

岡山県岡山市

18時間

平成30年8月7日～
平成30年8月9日

教諭

中学校の技術も
しくは高等学校の
21,000円
工業担当教諭向
け

20人

平成30年5月15日～
平成30年6月8日

平30-30514506442号

086-256-9703

http://www.ous.ac.jp/k
yousyoku/2002/index.h
tml

山口
西村
山下
松本
市川
小原

一裕（理学部准教授）
直樹（自然フィールドワークセンター教授）
鹿児島県熊毛
浩之（教育学部講師）
郡屋久島町
毅（非常勤講師）
聡（非常勤講師）
比呂志（非常勤講師）

24時間

平成30年7月29日～
平成30年7月31日

教諭

中学校・高等学
校の理科担当教
30,000円
諭もしくは小学校
の教諭向け

20人

平成30年5月9日～
平成30年5月11日

平30-30514506443号

086-256-9703

http://www.ous.ac.jp/k
yousyoku/2002/index.h
tml

揚野
中野
田村
海本

裕紀子（看護学部教授）
麻衣子（総合人間学部非常勤講師）
裕子（大学院看護学研究科研究科長）
友子（総合人間学部教授）

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月4日

教諭
養護教諭

中学校・高等学
校の教諭及び養
護教諭

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30521504469号

086-901-0503

http://www.sguc.ac.jp/

【選択】岡山のカルチャーゾーン
の魅力

岡山カルチャーゾーンを歩いて巡り、各文化施設の特長や魅力を
知ると共に、カルチャーゾーンへの理解を深める。
谷一講師のガイダンスと説明、各施設の見学、各施設職員の説
谷一 尚（副学長）
明を主たる講習内容、形態とする。
地域の文化資産を知り、施設やその職員と交流をはかることで、 海本 友子（総合人間学部教授）
教師の基礎教養や文化レベルを高め、具体的な指導の場で生か 田村 裕子（大学院看護学研究科研究科長）
せるようにする。
【文化施設は岡山県立博物館、岡山県立美術館、岡山市立オリ
エント美術館、林原美術館を予定】

岡山県岡山市

6時間 平成30年11月17日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30521504470号

086-901-0503

http://www.sguc.ac.jp/

【選択】岡山のカルチャーゾーン
の魅力

岡山カルチャーゾーンを歩いて巡り、各文化施設の特長や魅力を
知ると共に、カルチャーゾーンへの理解を深める。
谷一講師のガイダンスと説明、各施設の見学、各施設職員の説
明を主たる講習内容、形態とする。
谷一 尚（副学長）
地域の文化資産を知り、施設やその職員と交流をはかることで、 海本 友子（総合人間学部教授）
教師の基礎教養や文化レベルを高め、具体的な指導の場で生か 田村 裕子（大学院看護学研究科研究科長）
せるようにする。
【文化施設は岡山県立博物館、岡山県立美術館、岡山市立オリ
エント美術館、林原美術館を予定】

岡山県岡山市

6時間 平成30年11月24日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30521504471号

086-901-0503

http://www.sguc.ac.jp/

ノートルダム清心 【選択】明日からすぐに生かせる
女子大学
絵本選びのコツ

子どもの育ちには、人との温かい関わりや、自然体験を含む豊か
な生活体験が不可欠です。社会の変化によってそれらが乏しくな
りがちな今、不足しているものを補う力を持つ絵本の役割は、ま
すます大きくなっています。この講習では、子どもの育ちにとって
絵本がなぜ大切かを学ぶとともに、その場に応じた絵本選びのコ
ツと保育に活用するためのスキルを学びます。

脇 明子（名誉教授）
湯澤 美紀（人間生活学部准教授）
片平 朋世（人間生活学部講師）
三宅 一恵（人間生活学部講師）

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506265号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

【選択】わらべうたの秘密を探る
ノートルダム清心
－子どもの育ちを確かなものに
女子大学
－

愛着関係や人間関係の希薄さが、子どもを取り囲む問題として取
りあげられるようになって久しい。今回は、わらべうたに着目し、
子どもの育ちを確かなものにしていくための保育のヒントを得るこ
とを目的とする。この講習では、なぜ、わらべうたが子ども文化の
中で引き継がれてきたのか、その秘密を理論的に学んだうえで、
わらべうた遊びを実際に体験し、わらべうたのもつ力を実感する。
そのうえで、明日の保育に繋がる手立てをともに考える。

湯澤 美紀（人間生活学部准教授）
三宅 一恵（人間生活学部講師）
片平 朋世（人間生活学部講師）
岡山県岡山市
梶谷 恵子（人間生活学部非常勤講師、教職相
談室非常勤相談員、教職支援センター参与）

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506266号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

ノートルダム清心
【選択】楽しい絵画・造形遊び
女子大学

絵画・造形遊びに対する子どもの関心や技能は、発達とともに変
化していきます。子どもたちがたくさんの色彩体験を通して感受
性を養うことができるように、本講習においては色彩の基本であ 片山 裕之（人間生活学部教授）
る三原色について理解を深め、表現する機会を持ちます。指導者 小田 久美子（人間生活学部准教授）
自身が改めて色彩と形の不思議さ・美しさ・表現することの楽しさ
を味わうことによって、新しい指導の可能性を探究します。

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506267号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

○自然数・整数の性質を“時計代数”という方法を用いて分かり
やすく紹介する。○自然の中に存在する数学で表現できる法則・
トピックを紹介する。○円周率の近似値について、その歴史と手
法を紹介する。○カタラン数について具体例を通して解説する。
○デタラメについて，計算機などを用いた実習を通して学ぶ。○
地球という球面上の図形について考察し演習する。○統計解析
について実習を含め解説する。○フリーソフトGeoGebraを用いて
中学・高校の数学を考察する。○数学的活動を中心にした授業
づくりを考える。

岡山理科大学

【選択】教師のための数学

岡山理科大学

○医療機器の種類とその概要について解説する。○集積回路の
概要解説とデジタル集積回路の設計実習を行う。○ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆ
ｸｽと省エネ家電・電気自動車への応用を解説する。○建築材料
【選択】教師のための先端科学技 についての実験実習を行う。○ロボット技術の現状と車輪型ロ
ボットの構成等を解説する。○レスキューロボット、介護・福祉ロ
術体験
ボットの現状と課題を解説する。○カー・ロボティクスの基本概
念、研究の現状と課題について概説する。○流動・伝熱・拡散が
関わっている研究例を取り上げ，現象の可視化方法を解説する。

岡山理科大学

【選択】屋久島の自然観察実習

○屋久島において３日間の実施調査を行い、自然の仕組み、生
命の営みを総合的に捉え、科学的な自然観を身に付ける。
○大地をなす地質・地形とその上に成り立つ植生を観察し、水の
循環を通して人為的影響を受けながら成り立つ自然の仕組みを
考察し、ディスカッションする。
○地質、植生、動物生態、水環境、人為的影響の観点から自然
を総合的に理解し、自然の仕組みの素晴らしさをいかに伝えるか
を研修する。

山陽学園大学

①子どものストレス（プラスの刺激も含め）に早く気づき、早期に
介入が出来る工夫と対処法を考察する。
②教育の場で使える、臨床心理学、カウンセリング技法を学ぶ。
【選択】教育の場で使える心の学 （ワークショップを含む）
③養護教諭がかかわる子どもの現状と対応・支援及び構内外と
び
の連携について考察する。
④個と集団を繋ぐ支援のあり方や成人後の事例研究などを通し
て支援の目指すものについて考察する。

山陽学園大学

山陽学園大学

岡山県岡山市
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ＵＲＬ

【選択】子どもが主体的・対話的
ノートルダム清心
に学ぶ授業づくり（小学校国語・
女子大学
理科）

「小学校国語科・子どもが主体的・対話的に学ぶ授業づくり」（３
時間）「小学校理科・子どもが主体的・対話的に学ぶ授業づくり」
（３時間）で、合計６時間の講習です。次期学習指導要領の改訂
では、「アクティブ・ラーニング」という学び方が重視されます。課 赤木 雅宣（人間生活学部准教授）
題の発見と解決に向けて、主体的・対話的に学ぶ学習とは、どん 大木 進（人間生活学部非常勤講師）
な授業なのでしょうか。具体的な教材研究、単元構想、指導案作
成などを通して、授業づくりについて先生方と一緒に考えてみた
いと思います。明日からの授業実践につながる内容です。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

80人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506268号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

【選択】子どもが主体的・対話的
ノートルダム清心
に学ぶ授業づくり（小学校算数・
女子大学
社会）

「小学校算数科・子どもが主体的・対話的に学ぶ授業づくり」（３
時間）「小学校社会科・子どもが主体的・対話的に学ぶ授業づく
り」（３時間）で、合計６時間の講習です。次期学習指導要領では
「アクティブ・ラーニング」という学び方が重視されます。課題の発 杉能 道明（人間生活学部准教授）
見と解決に向けて、主体的・対話的に学ぶ学習とは、どんな授業 浅井 宏史（人間生活学部非常勤講師）
なのでしょうか。具体的な教材研究、単元構想、指導案作成など
を通して、授業づくりについて先生方と一緒に考えてみたいと思
います。明日からの授業実践につながる内容です。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

80人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506269号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506270号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506271号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506272号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506273号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

歴史科目の授業を成立するためには、歴史的諸制度の理解が
重要です。そこで、いくつかの制度について具体的な史料をもと
に考察します。例えば、日本と中国あるいは朝鮮との外交史を中
心にして、国立大学の入試問題を教材に、模範解答を作成しな
ノートルダム清心 【選択】授業に生かせる具体的事
河合 保生（文学部教授）
がら研究していきます。次に、郷土の歴史をテーマに、いくつか事
女子大学
例から学ぶ歴史的諸制度の研究
辰田 芳雄（兵庫教育大学非常勤講師）
例をあげて、授業に生かすことを提案します。例えば、東大寺の
再建と重源の活躍、さらに、世界記憶遺産に登録された朝鮮通
信使や新見荘を教材化できる視点を先生方とともに考えていきま
す。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校社会科、
高等学校地理歴
史・公民科教諭

6,000円

20人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506274号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

近年、整備が進められている多色刷り25,000分の１地形図の特
色理解と活用の仕方をはじめ、荘園図などの古地図等を活用し
て、地理と歴史を融合した教材作成と効果的な指導法を研究しま
ノートルダム清心 【選択】様々な地図やＧＩＳを活用
す。また、フリーソフトＭＡＮＤＡＲＡを使用し、ベースマップの取得 河合 保生（文学部教授）
女子大学
した地理歴史指導法の研究
やアドレスマッチングによる分布図作成の基礎的手法を習得しま
す。教材づくりを前提とした基本的な内容で、GIS初心者（未経験
者）を対象とし、高度な内容は含みません。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月24日

教諭

中学校社会科、
高等学校地理歴
史・公民科教諭

6,400円

20人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506275号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

小麦粉と米粉は、でんぷんを主成分とする点は共通ですが、含ま
れるタンパク質の違いによって扱いが大きく異なります。そこで、
粉の特性を実感できる実習例としてスポンジケーキ・カスタードク
ノートルダム清心
【選択】粉の特性を活かした調理 リーム・テーブルパンを取り上げ、調理実習題材としての可能性 山本 幾子（人間生活学部准教授）
女子大学
を検討します。さらに、科学的な視点を重視した調理実習の具体
的な指導について、中・高等学校の指導経験を踏まえて協議・検
討します。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校･高等学校
家庭科教諭

6,400円

15人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506276号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

高校の専門科目「フードデザイン」では、テーブルコーディネート
の指導を通して、食事を心豊かにおいしく食べるために普段の食
卓づくりにも食卓を演出する必要があることを理解させることに
なっています。このことから、テーブルコーディネートの基本を踏 山本 幾子（人間生活学部准教授）
まえつつ、中・高等学校における実際の指導を前提として、食事
のテーマに応じた色彩、クロスや小物類、食卓花など、食卓の演
出方法について実践的に検討していきます。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月24日

教諭

中学校･高等学校
家庭科教諭

6,400円

15人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506277号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

本講習では、午前中にRead & Look Up から Shadowing まで10
数種類の指導法を概観しながら音読指導の理論を学び、日々の
授業実践にどのように活用できるかを考察します。午後は、本学
ノートルダム清心 【選択】英語力定着のための音読
伊藤 豊美（文学部教授）
CALL教室において音読の効果を実感していただきます。その
女子大学
指導
後、参加者の日々の授業実践に基づいて、日本の教室の実情に
応じた具体的な改善策を、少人数のグループに分かれて受講者
とともに考えていきます。

ノートルダム清心 【選択】「思考力・判断力・表現
女子大学
力」を育成するための授業づくり

本講習では，育成すべき資質・能力の柱の一つである「思考力・
判断力・表現力」に着目し，「主体的・対話的で深い学び」の実現
に向けた授業改善を進めるためには，これまでに蓄積されてきた
多くの実践例をもとにして，具体的にどのような授業を展開する
小橋 雅彦（文学部准教授）
のかについて考えます。午前中は主に英語科で育成すべき「思
考力」とは何かについて考察し，午後は，「思考力・判断力・表現
力」を育成するための言語活動の在り方を中心に講義，討論，演
習を行います。

楽しく力がつく国語科の授業づくりを求めて、新学習指導要領の
趣旨をふまえつつ、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説
ノートルダム清心 【選択】楽しく力がつく国語科の授
します。実践的な指導に生かすことができるよう、ディスカッション 伊木 洋（文学部准教授）
女子大学
業づくり（中・高）
など講義以外の学びも一部取り入れ、主体的・対話的な学びを
通して、楽しく力のつく国語科の授業づくりをめざします。

ノートルダム清心 【選択】授業に生きる日本文学・
女子大学
日本語学の視点（中・高）

ノートルダム清心
【選択】食卓の演出を考える
女子大学

国語科の授業に生きるよう教科書教材も取り上げ、日本文学・日
本語学の視点から教材研究のヒントを示します。教材分析力の 綾目 広治（文学部教授）
向上につながるよう、日本文学・日本語学の研究者が、各専門分 星野 佳之（文学部准教授）
野（近現代文学・古典文学・日本語学）の魅力をわかりやすく解 原 豊二（文学部准教授）
説します。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の期間

認定番号

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506278号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭，
養護教諭

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506279号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭，
養護教諭

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524506280号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

幼児期から小・中・高や特別支援学校等における特別支援教育
やインクルーシブ教育体制について、それぞれのステージにおけ
る取組及びそれらをどのように継続させていけるのかという課題
【選択】将来につなげる特別支援
について取り扱います。現状と課題を整理するための総論的な
ノートルダム清心
青山 新吾（人間生活学部准教授）
教育～幼児期から高校・高等部
講義、ゲストティーチャーを招いての先進的な取組を紹介する講
女子大学
卒業までの取組をつなぐ～
義、参加者による実践検討を行う小グループでの演習を行い、子
どもたちの将来の充実につなげるための特別支援教育の取組に
ついて検討、探求していきます。

電話番号

ＵＲＬ

受講料

小・中・高等学校等におけるインクルーシブ教育体制の実現に向
けて、現状と課題を扱った総論と、実際の集団づくりや授業の工
夫、合理的配慮の提供及び学校内の連携等について総合的に
取り扱います。現状と課題を整理するための総論的な講義、学校
青山 新吾（人間生活学部准教授）
現場からゲストティーチャーを招き先進的な取組を紹介する講
義、参加者による実践検討を行う小グループでの演習を行い、イ
ンクルーシブ教育の実現に向けて、多角的な視点から検討、探
求していきます。

受講人数

受講者募集期間

主な受講対象者

岡山県岡山市

【選択】インクルーシブ教育の実
ノートルダム清心 現に向けての多角的検討～集団
づくりと授業の工夫及び合理的配
女子大学
慮の提供～

時間数

対象職種

講習の開催地

幼稚園等における特別支援教育及びインクルーシブ教育体制に
ついて、現状と課題についての総論と、実際の現場の工夫や個
別の指導・支援、専門機関との連携等について総合的に取り扱
【選択】｢気になる幼児」への特別
います。現状と課題を整理するための総論的な講義、幼稚園現
青山 新吾（人間生活学部准教授）
ノートルダム清心 支援の視点を取り入れた保育を
場での豊富な実践経験のある講師からの保育現場の実践事例
三宅 一恵（人間生活学部講師）
探る～一斉保育と個別支援の両
女子大学
の紹介、参加者による実践検討を行う小グループでの演習を行
面から～
い、一斉保育の工夫と個別支援の両面から、特別支援の視点を
取り入れた｢気になる幼児」を含む、どの子も育つ保育について
探求していきます。

エリザベト音楽大 【選択】日本音楽、合唱、吹奏楽
学
の実践演習

日本の伝統音楽、合唱、吹奏楽の３部門に分け、それぞれ６時間
の講習を３日間で行います。日本の伝統音楽に関しては、学校
の音楽科の授業における指導のあり方について、実践を交えて
深めます。合唱では自らが歌うことにより、また吹奏楽ではモデ
ルバンドを用いて、基礎的な事項から発展的な内容までの実践
的演習を行い、学校現場ですぐに活用可能な知識・技能から指
揮法にいたるテクニックの向上を図ります。

林 裕美子（音楽学部教授）
桂 政子（音楽学部准教授）
折河 宏治（音楽学部准教授）
大島 衣恵（音楽学部講師）
井田 勝大（音楽学部講師）

広島県広島市
中区幟町

18時間

平成30年8月16日～
平成30年8月18日

教諭

小学校、中学校、
高等学校の音楽 18,000円
科教諭向け

60人

平成30年5月8日～
平成30年6月22日

平30-30526506576号

082-225-8015

http://www.eum.ac.jp

広島経済大学

本講習では、商業教育の最新事情を理解し、実践できる能力を
養うことを目的とする。言うまでもなく、高校生達はビジネスに囲
まれて生活している。しかし、彼らはそれを非常に縁遠いものに
感じている。いかにして実感を伴った商業教育を実施するかが問
題である。そのため、本講習では、現場を見る目を養う最新の理
論研究の動向と、実際にそれを現場に適応する実習とを組み合
わせ、リアリティのある商業教育を実践する力を養う。

餅川 正雄（経済学部教授）
細井 謙一（経済学部教授）
天王寺谷 達将（経済学部准教授）
堀江 浩司（経済学部教授）
杉山 克典（経済学部准教授）

広島県広島市

20時間

平成30年8月20日～
平成30年8月22日

教諭

高等学校商業科
18,000円
教諭向け

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月22日

平30-30529506184号

082-871-1001

http://www.hue.ac.jp

現代社会における情報化に応えることを目的に、学校・学級運営
に関わる情報文化の理解やパソコンの活用方法について講義と
実習を行います。
・情報文化については、学校を対象とした情報社会の課題、情報
広島国際学院大 【選択】学校教育における情報化
デザイン、情報処理の基礎等の理解をテーマとした演習を行いま
学
への対応
す。
・パソコンの活用方法については、学校・学級運営を視野に入れ
たExcelの基礎から活用方法の習得を目的にした演習を行いま
す。

大塚
谷口
若林
池坊
岡川
中村
遠藤

広島県広島市

18時間

平成30年8月1日～
平成30年8月3日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

18,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月13日

平30-30532504987号

082-820-2516

http://www.hkg.ac.jp

科学技術の基礎となる「ものづくり」への理解を基本とし、それに
関わる講義・実験・実習を通した教材研究を行い現代の理科教
育と技術教育の課題について考えます。
広島国際学院大 【選択】科学技術に関わる教材研 ・題材として、スターリングエンジン、塗装、PICマイコン、3D学
究
CAD・3Dプリンタの基礎、電気エネルギー変換等を取上げ教材の
位置づけを考察します。
・まとめとして、理科教育や技術教育の内容と課題について講義
やディスカッションを通して考察します。

歌谷 昌弘（工学部教授）
竹野 健次（工学部教授）
渡邊 真彦（工学部教授）
中村 格芳（工学部准教授）
黄 樹偉（工学部教授）
神垣 太持（情報文化学部教授）
山嵜 勝弘（工学部准教授）
安東 茂樹（工学部教授）
池坊 繁屋（工学部准教授）

広島県広島市

18時間

平成30年8月1日～
平成30年8月3日

教諭

主として中学校
（理科・技術科）
教諭、高等学校
（工業科・理科）
教諭

18,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月13日

平30-30532504988号

082-820-2516

http://www.hkg.ac.jp

河本
堀田
平田
三木
谷口

広島県広島市

18時間

平成30年8月7日～
平成30年8月9日

教諭

小学校・中学校・
18,000円
高等学校教諭

100人

平成30年5月16日～
平成30年6月15日

平30-30533506551号

082-830-1127

http://www.shudou.ac.jp

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-30542506613号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

広島修道大学

東亜大学

【選択】教育内容の充実

3つのサブテーマからなる。①多様な児童・生徒や保護者の理解
と対応、②特別支援教育における新たな課題、③授業づくり・活
【選択】児童・生徒・保護者との関
動づくり。また、①は生徒指導における保護者との関わりの観点
係をどのようにつくるか？
から、②では特別な教育的ニーズを理解する観点から、③教科
教育の観点からそれぞれその関係性を問う。

【選択】子どもの貧困と心のバリ
アフリー（初等教育）

厚二（情報文化学部教授）
重徳（情報文化学部教授）
義啓（情報文化学部准教授）
繁屋（工学部准教授）
卓詩（情報文化学部講師）
学（工学部講師）
麻里（情報文化学部講師）

肇(健康科学部教授)
哲一郎(人文学部教授)
香奈子(人文学部准教授)
由美子(人文学部准教授)
直隆(人文学部准教授)

近年，教育課題として大きく取り上げられる子どもの貧困と障害
のある子どもへの対応について，最新の研究知見を踏まえ，その
理解を深めるとともに，主に幼稚園・小学校においてどのような
対策が取れるのか考えていきます。現状と課題についての講義
迫田 裕子（人間科学部准教授）
に加え，受講者同士で事例を踏まえた意見交換やグループワー
都島 梨紗（人間科学部講師）
クなどの演習を行い，実践的な解決策について受講者と講師が
ともに考えていく形式をとりたいと考えています。（H30年度【選
択】「子どもの貧困と心のバリアフリー（中等教育）」を受講される
方は本講習は受講できません。）

山口県下関市
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6時間 平成30年7月21日

幼稚園・小学校・
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭、栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

東亜大学

子どもが主体的に学ぶことのできる音楽科の授業の理論とその
指導法について、小学校音楽科の授業を中心に中学校音楽科
の授業や幼児教育の音楽表現の実践も紹介しながら受講者が
【選択】新しい音楽科授業の理論
子ども役になり学んでいきます。新しい音楽科の実践をどうデザ 溝口 希久生（人間科学部准教授）
と授業づくり
インしていけばよいのか、理論と結びつけて考えていくことを目指
します。（Ｈ29年度【選択】「小学校音楽科授業の理論と授業づく
り」を履修の方は内容重複のため受講できません。）

山口県下関市

6時間 平成30年7月28日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校（音楽）・
特別支援学校教
諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月23日

平30-30542506614号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

人間の心の全体像の中では、『意識』はほんの表層部分を占め
ているにすぎません。その表層部分を支えているのは『無意識』
【選択】支援に生かすための『心』 の領域です。無意識の世界にアプローチし、自分や他者の心を
少しでも理解していきましょう。こうした視点は、保育・教育・子育
の理解とアプローチの実際
て支援の現場できっと生かされると思います。アプローチや相談
支援の実際について、ロールプレイも取り入れます。

山口県下関市

6時間 平成30年8月6日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
教諭、養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月2日

平30-30542506615号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

【選択】人と動物との関わり

①番犬やネズミ取りの猫からコンパニオンアニマルへ、②動物介
在教育（ＡＡＥ)：幼い頃から子供は動物の世話や育成をどのよう
にしたら良いかを学ぶ、③動物介在療法（ＡＡＴ)：心臓病等の患
中間 實徳（医療学部教授）
者はペットを飼うことで生存率が上昇するなど、③動物介在活動
（ＡＡＡ）：動物が人の生活の質を向上させる。④学校飼育動物の
問題点などを講義する。

山口県下関市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高校学
校教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年7月3日

平30-30542506616号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

【選択】子どもの貧困と心のバリ
アフリー（中等教育）

近年，教育課題として大きく取り上げられる子どもの貧困と障害
のある子どもへの対応について，最新の研究知見を踏まえ，その
理解を深めるとともに，主に中学校・高等学校においてどのよう
な対策が取れるのか考えていきます。現状と課題についての講
迫田 裕子（人間科学部准教授）
義に加え，受講者同士で事例を踏まえた意見交換やグループ
都島 梨紗（人間科学部講師）
ワークなどの演習を行い，実践的な解決策について受講者と講
師がともに考えていく形式をとりたいと考えています。（H30年度
【選択】「子どもの貧困と心のバリアフリー（初等教育）」を受講さ
れる方は本講習は受講できません。）

山口県下関市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭
栄養教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭，養護教
諭，栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月17日

平30-30542506617号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

Adobe Illustratorというソフトを使用してイベント等の告知チラシ、
ポスター制作をします。文字の使い方やレイアウトなどデザイン
の基本設計から、見やすいデザイン、伝わるデザイン、きれいな
【選択】PCを使用したチラシ・ポス
デザインとは何かを実習を通して習得します。デザインの基礎で 久澤 謙二郎（芸術学部准教授）
ターデザイン制作
あるレイアウトを学ぶことにより、チラシ・ポスター制作における技
術を理解し、講習で得た体験を学校での授業に生かすことができ
るようになります。

山口県下関市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校・中学校
（美術）・高等学
校（美術）教諭

6,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年7月18日

平30-30542506618号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

【選択】子どもの発育と食生活

山口県下関市

6時間 平成30年8月23日

小学校・中学校・
高等学校教諭、
教諭
養護教諭 保健体育科教
栄養教諭 諭、養護教諭、栄
養教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月19日

平30-30542506619号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

プレゼンテーションソフトPowerPointを利用して教材を作成する基
本的な方法を実際にパソコンでの実習を通して習得する。
文字の他に、表、グラフ、図形、静止画像、動画、音声を素材とし
てスライドに配置し、アニメーションの設定や再生により教材とし
【選択】プレゼンテーションソフトに
て利用する方法を習得する。
山田 寛（医療学部教授）
よる教材作成
図形の描画、プロジェクタとの接続、WordやExcelとの連携なども
実習する。
講習では情報科学についての素材を利用するが、実技試験では
各自のテーマに沿った教材を作成してもらう。

山口県下関市

6時間 平成30年8月24日

教諭
栄養教諭

教諭、栄養教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月20日

平30-30542506620号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

小児1型糖尿病についての概略を理解する。また、小児1型糖尿
病患児の母親のインタビュー内容から、学校側の対策として、患
児の修学環境の在り方をグループワークによりディスカッションす
【選択】小児1型糖尿病患児の学
る。それらの結果を、患児を受け入れた際に心がけるべき事柄と 松野 恭子（医療学部教授）
校生活について
して今後に役立てる。午後からは、患児が学内で行っている自己
血糖測定を体験し、低血糖が起こった際の対応について理解す
る。

山口県下関市

6時間 平成30年8月25日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小学校教諭、養
護教諭、栄養教
諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年7月21日

平30-30542506621号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

表現運動・ダンスの授業において児童・生徒の運動や表現を引
き出すための方法（すぐに体を動かすための活動）と動きを変化・
【選択】表現運動・ダンス授業の 発展させていくための基本的な方法を紹介する。それらをふまえ
苦手を解決する方策～簡単にで た上で、受講者相互に意見交換しながら動きづくりを探求し、可 櫛田 芳美（人間科学部教授）
きる導入～
能であれば最後にグループ単位でミニ作品化に挑戦する。講習
全体を通して楽しくコミュニケーションを図ることをめざしたいと
思っている。

山口県下関市

6時間 平成30年9月29日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年8月25日

平30-30542506622号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

教育現場で「速く走る」「巧みに走る」などの指導機会は比較的多
いものです。しかし、難しい技術など必要とはせず、児童・生徒・
教職員の誰でも実践が可能な「歩くような速さ」で「ゆっくりと走る」
【選択】授業や健康づくりに活か といった指導は殆ど見受けられません。最近の研究で（仮に運動
す「ゆっくり走」の実際～理論と指 が苦手であっても）このような無理の少ない運動が、思った以上 鍵村 昌範（人間科学部准教授）
導方法～
にエネルギー消費を増やし、脂質代謝を促進させて健康づくりや
肥満、更に脳や学力に及ぼす影響も分かってきました。今回、こ
の「ゆっくり走」の理論と指導方法について講義と実技を通じて解
説します。

山口県下関市

6時間 平成30年10月6日

教諭
養護教諭
栄養教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭、栄養
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年9月1日

平30-30542506623号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

デッサンの原点に戻りよく見て描く事を体験する。また自由な絵
【選択デッサンの初歩描写と自由 画スタイルの習得や自己流の線や面の研究を学ぶ。初歩的デッ
川野 裕一郎（芸術学部教授）
な描き方
サンから自由な美術を楽しみながら描くことで絵画美術教育を考
える。

山口県下関市

6時間 平成30年10月20日

教諭

小学校・中学校
（美術）・高等学
校（美術）教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年9月15日

平30-30542506624号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

末次 絵里子（人間科学部准教授）

食生活を取り巻く環境は、この約50年間で 動物性たんぱく質や
脂質の増加、食生活の多様化等、大きく変化しており、子どもの
食生活についても様々な問題を抱えている。 この講習会では、 宗 まりこ（医療学部准教授）
「子どもの発育と食生活」をテーマにし、行動科学理論や栄養カ
ウンセリングの実際に即して考えていきたいと思っている。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

教諭

小学校・中学校
（保体）・高等学
校（保体）教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年9月22日

平30-30542506625号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭（幼・小・中・
高・特別支援）、
養護教諭、栄養
教諭

6,000円

40人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505007号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭（幼・小・中・
高・特別支援）、
養護教諭、栄養
教諭

7,500円

25人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505008号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

【選択】子どもと楽しむサンバ＆
身体表現

子ども達にダンスや身体表現の楽しさを伝えるためには、まず、
保育者自身が思いきり踊りを楽しむこと！が大切です。サンバを
はじめとするブラジリアンダンスを20年以上プロとして続けてきた
舞踊講師が、前半ではサンバの楽器制作とリズム遊び、その後
林 夏木（短期大学部准教授）
はサンバを含むブラジリアンダンスを指導し、「踊ることの楽しさ」
を伝えます。後半では、子ども達を生き生き伸び伸び踊らせる教
授法、子ども達の豊かな感性を引き出す身体表現等を体験し、
最後は自由な創作活動および発表を行います。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月9日

教諭

教諭（幼稚園教
諭向け）

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505009号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

【選択】幼児と環境

幼児期の教育にとって欠かすことのできない環境について、人
的、物的側面から考え、自らの保育を見つめ直す。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月9日

教諭

教諭（幼稚園教
諭向け）

6,000円

40人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505010号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

日本を代表する古典文学を取り上げ、これら文学作品にみえる
阿波の歴史を考える。具体的には１『万葉集』と眉山の歌、２『土
【選択】日本の古典と阿波の歴史 佐日記』と古代の阿波の湊、３『平家物語』と阿波の武士などで、 田中 省造（文学部教授）
国語・歴史ばかりでなく、総合的な学習等での応用も可能であろ
う。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月9日

教諭

教諭（幼・小・中・
高）

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505011号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

【選択】阿波藍の活用

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月9日

教諭

教諭（小・中・高
家庭、美術、農
業）

6,500円

20人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505012号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

多様化する子どもや保護者の問題を発達段階ごとに概観した上
で、特に乳幼児期に注目し、さまざまな場面に適切な対応ができ
【選択】多様化する子どもや保護
るよう、基礎的な知識と相談技法について学ぶ。また、グループ 永井 知子（短期大学部講師）
者の問題
ワーク等を通して，子どもや保護者に対応する存在として自他理
解を深めるような内容とする。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭

教諭（幼・小・中・
高・特別支援）、
養護教諭

6,000円

40人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505013号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

どの学校園にも発達障がいのある子どもたちが多数在籍する現
状において，目に見えにくい特性を十分に理解することは容易で
【選択】発達障がいのある子ども はありません。この講座では，発達障がいのある子どもたちの行
前田 宏治（生活科学部准教授）
の理解と支援
動の理由について理解を深めるとともに，学校園における支援の
方法について，「合理的配慮」の視点を加えて学んでいただけま
す。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭

教諭（幼・小・中・
高・特別支援）、
養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505014号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

食に関する指導（食育）の実践方法について学習します。特に味
【選択】食に関する指導の工夫と
髙橋 啓子（生活科学部教授）
の感じ方に関する食味教育について実習と実験をとり入れて、演
実践
後藤 月江（短期大学部助教）
習形式で行います。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月22日

教諭
栄養教諭

栄養教諭、教諭
（幼・小・中・高
家庭、食育に興
味のある教員）

6,500円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505015号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

エピソード記録や保育指導案の作成について、なぜ書くのか、ま
【選択】書くことが好きになるエピ
たどのように書くのか等のポイントを知り、書くことを楽しみながら 勝浦 美和（短期大学部講師）
ソード記録と保育指導案
日々の保育につなげていくことを目的とする。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月22日

教諭

教諭（幼稚園教
諭向け）

6,000円

40人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505016号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

【選択】子どもの心に永遠の灯を

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月22日

教諭

教諭（小・中・高）

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505017号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

柑橘類、アオノリ、微細藻の揮発性オイルをヘッドスペースガスク
【選択】柑橘類、アオノリ、微細藻 ロマトグラフおよびGC/MSで分析してオイル成分を調べる。検出
西尾 幸郎（短期大学部教授）
の揮発性オイル分析
されたテルペンについては分子模型を組み立て、香りについて考
察する。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月22日

教諭

教諭（中・高 生
物、化学、水産）

6,500円

5人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505018号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

成長発達の支援を食育の観点から捉え、主に学童期高学年から
【選択】栄養教育の必要な子ども 思春期における摂食障害に着目して、栄養相談におけるカウン
達への援助と、保護者との関わり セリングスキルの取得を目指した内容とする。また、自身のコミュ 板東 絹恵（生活科学部教授）
方
ニケーションの在り方を自己分析し、子どもやその保護者とのか
かわり方の向上を目指す。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月24日

教諭
教諭（小・中）、養
養護教諭 護教諭、栄養教
栄養教諭
諭

6,000円

40人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505019号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

【選択】弁当作りを通した食教育
の実践

食教育に関する体験的な学習を行います。内容は、「３・１・２弁
当箱法」によるお弁当作りの実習を通して、一人ひとりにあった栄
植田 和美（短期大学部教授）
養バランスやエネルギーの適量を知ってもらいます。また、食品
渡邊 幾子（短期大学部助教）
の表示、食糧自給率、郷土料理なども取り上げて食教育に活か
せる講習にしたいと考えます。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月24日

教諭
教諭（幼・小・中
栄養教諭 家庭）、栄養教諭

6,500円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505020号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

講習の概要

担当講師

講習の開催地

東亜大学

体育授業において，子どもたちの運動・スポーツに対するモチ
ベーションを高めることは非常に重要である．本講義では，子ども
たちの心理面に焦点を当てながら，テクノロジーやサイエンスを
【選択】ICT教材を用いた体育授 用いたICT教材を体育授業に応用し，子どもたちの運動スキルの
業の効果についての実践と実証 向上への効果について実践と研究成果の実証をリンクしながら 山﨑 将幸（人間科学部准教授）
行い，実際にどのようにICT教材・教具を使用していくことが有効
のリンク
かについて参加者と共に検討していく。（Ｈ29年度【選択】「体育
授業における子どもたちのモチベーションの高め方」を履修の方
は内容重複のため受講不可）

山口県下関市

6時間 平成30年10月27日

四国大学

手順をわかりやすく表現したい場合や、自分の考えを整理して説
明したい場合に、伝えたい事柄を的確に図示することで、内容の
理解を助けることができます。Microsoft PowerPointで利用できる
【選択】教材化のための作図とプ
図形、画像、SmartArtなどの機能を使った表現は、教材の作成を 武市 泰彦（生活科学部准教授）
レゼンテーション
容易にし、様々な資料作成に活用可能です。講座では、作図とプ
レゼンテーションの初歩的な技法からその応用までを演習を通し
て学びます。

徳島県徳島市

四国大学

【選択】３Ｄプリンタによる教材開
発

3Dプリンタによる造形は、教材制作の新たな方法となるだけでな
く、子ども達の想像力やモノづくり意欲を喚起する有効な手段とし
奥村 英樹（生活科学部教授）
て期待されています。
講座では、初心者を対象に簡単な3Dデータの制作と、１人１台の 上野 昇（生活科学部講師）
3Dプリンタを利用した印刷の体験を通して、教材開発を行いま
す。

四国大学

勝浦 美和（短期大学部講師）

徳島の発展を支えた阿波藍について、その歴史と文化を辿りま
す。また教育の現場で地域教育、伝統教育に活用できるよう、実 有内 則子（生活科学部准教授）
習を含めた授業を予定しています。実習では阿波藍の仕込み作 瀬部 昌秀（ジャパンブルー上板理事長）
業、「藍建て」と、染めの技術を学びます。

教育をとりまく状況がますます厳しくなってくる中で、「いじめ」問
題を資料として「教師」、「子ども」、「保護者」等教育を取り巻く諸
環境について検証するとともに、「教師」の役割の重要性やその
「在り方」を再確認する。

福井 清二（短期大学部准教授）

225 / 271 ページ

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年8月24日

教諭

教諭（主に小学
校。 幼・中・高も
可）

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505021号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月24日

教諭

教諭（幼・小・中・
高・特別支援、書
道）

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505022号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

国内外の有名な絵画や立体作品などの紹介を通して美術につい
ての基礎的な内容を学習します。また、美術の表現における様々
【選択】美術入門及び実技（木工 な表現方法や技法なども合わせて学びます。2時間目以降には、
居上 真人（短期大学部教授）
「木工パズルをつくろう」という演習を行います。板に絵を描いて、
パズル）
糸鋸でパズルのパーツを切っていく教材です。小学校5年生レベ
ル程度の内容です。終了時には簡単な鑑賞会を開きます。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月24日

教諭

教諭（幼・小・中
（美術）・特別支
援）

6,200円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547505023号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

今、従来の「健康」に関する疑問の声が挙がっている。ここでは
「障害」の視点からあらためて「健康」とはどのような意味である
夛田羅 勝義（保健福祉学部教授）
【選択】生徒指導に役立つ医学と
かを考える。さらにこの講習では、児童・生徒の多様な健康問題
森脇 智秋（助産学専攻科准教授）
保健の知識
（性感染症などを含む）を問題対処型から予防的対応をする視点
で捉えられるように留意する。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭

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

6,000円

100人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506679号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

担当講師

講習の開催地

四国大学

徳島県徳島市

四国大学

現代教育において、長い伝統から生まれた書道文化が果たす役
割は大きい。甲骨文によって漢字の字源を探り、楷書の文字の
形の取り方や作品構成を美学的観点から考える。地域学習に対
【選択】教育における書道文化の
応して、徳島県に関係の深い空海の書、身近にあっても知られて 太田 剛（文学部教授）
活用
いない古い石碑・看板等の遺物の存在や内容を知る。また、生徒
作品の展示法や国際化への対応にもふれる。講義中心である
が、一部に実技の実習を含む。

四国大学

徳島文理大学

音楽の実践を学級、部活動の教育活動、情操教育に生かすこと
を目標とする。その為にピアノ、声楽、管楽器、リコーダー、篠笛、
指揮法などの実技レッスンを通して作品の背景、分析を行いより
深い演奏法を研究する。ボディーパーカッションを通して、アンサ
ンブルを学ぶ。それぞれの実技のレッスン希望の方は、楽器、楽
譜のご用意をお願いいたします。

村崎
熊谷
板東
石井

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の概要

「モノ」から得られる知識、感動は他にかえがたいものがありま
【選択】博物館と教育－教員のた す。教育課程において博物館の利用は近年重要視されていま
須藤 茂樹（文学部教授）
めの効果的博物館利用法－
す。ここでは、博物館を効果的に活用する技法を共に学んでいき
たいと思います。

受講人数

受講者募集期間

対象職種

講習の名称

徳島文理大学

【選択】音楽作品研究

和子（音楽学部教授）
公博（短期大学部教授）
久美（音楽学部教授）
恭二（短期大学部准教授）

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・音楽
担当教諭向け

6,000円

18人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506680号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

幼稚園や学校において、ホームページ作成や各種の掲示・案内
物・ポスター、電子黒板や電子教科書などの利用を含む教材作
成、児童・生徒による学習成果物作成など、様々な場面でのマル
山城 新吾（人間生活学部講師）
【選択】マルチメディアに関する講
チメディア活用に関する需要は増加している。本講習においては
長濱 太造（人間生活学部助教）
習
基本的な画像処理・映像処理の技術について実際にコンピュータ
を操作しながら学ぶことを目的とする。なお講習時間中に作成し
た作品により評価を行う。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭

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

6,000円

35人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506681号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

健全な身体育成を目指し健康を維持するためには、幼少期から
の食意識による自己管理能力が必要です。そこでエシカル消費
の理念に基づいた食育の教育方法を演習し、地元の環境で生育
松下 純子（短期大学部教授）
【選択】食育の教育方法・徳島地 した野菜や地域性、栄養的価値について学びます。廃棄される
坂井 真奈美（短期大学部教授）
食材を活用し、食品ロスを防ぎ食物を大切に利用するエシカル理
産野菜とエシカル消費
長尾 久美子（短期大学部准教授）
念に沿って、「野菜うどん」「夏野菜のラタトｳーユ」「錦玉羹」を実
習し、地産地消と倫理的な消費方法を未来ある子ども達へ指導・
伝承することを目的とします。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭
栄養教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭，
小学校・特別支
援学校教諭・養
護教諭・栄養教
諭向け

6,000円

32人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506682号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

【選択】歌から広がる表現活動

幼児にとってもっとも身近な音楽表現である「歌」について、発達
段階をふまえた上で保育内容として広がりのある指導ができるよ
うにする。具体的には、歌に結び付いた遊びや楽器遊び、ペープ 児嶋 輝美（短期大学部教授）
サートやパネルシアターを用いた表現などを取り上げる。また、発 疋田 弘子（音楽学部非常勤講師）
声や発音についても学び、保育者自らが豊かな歌唱表現ができ
るようにする。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼稚園教諭・保
育教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506683号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

【選択】初心者のためのコン
ピュータミュージック講座

前半は講義形式で、コンピュータミュージックの仕組みや基礎的
内容を解説、またiPadやiPhoneによる簡単な音楽制作の紹介等
を行います。後半は実際にパソコンを使用し、簡単な音楽制作に
取り組みます。（iPadまたはiPhoneをお持ちの方は、音楽アプリ 原井 俊典（短期大学部教授）
GarageBandをインストールしてご持参ください。）日常の多様な教
育活動の中に、簡単なコンピュータミュージックを取り入れるとい
う観点から、音楽科教諭以外も対象とします。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭（楽譜が
全く読めない方は
除く）向け

6,000円

15人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506684号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

【選択】初心者のためのコン
ピュータミュージック講座

前半は講義形式で、コンピュータミュージックの仕組みや基礎的
内容を解説、またiPadやiPhoneによる簡単な音楽制作の紹介等
を行います。後半は実際にパソコンを使用し、簡単な音楽制作に
取り組みます。（iPadまたはiPhoneをお持ちの方は、音楽アプリ 原井 俊典（短期大学部教授）
GarageBandをインストールしてご持参ください。）日常の多様な教
育活動の中に、簡単なコンピュータミュージックを取り入れるとい
う観点から、音楽科教諭以外も対象とします。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月11日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭（楽譜が
全く読めない方は
除く）向け

6,000円

15人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506685号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

【選択】生徒指導の充実

生徒指導の教育的意義と今日的役割を念頭に置き、生徒指導の
直面する今日的課題ならびにそのための具体的・実践的な対処
三橋 謙一郎（人間生活学部教授）
法について論じる。また、「不登校」「いじめ」や「学級崩壊」等の
問題行動への対応策についても検討を加えていく。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月10日

幼稚園・小学校・
教諭
中学校・高等学
養護教諭 校・特別支援学
栄養教諭 校・教諭・養護教
諭・栄養教諭向け

6,000円

80人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506686号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

【選択】生徒指導の充実

生徒指導の教育的意義と今日的役割を念頭に置き、生徒指導の
直面する今日的課題ならびにそのための具体的・実践的な対処
三橋 謙一郎（人間生活学部教授）
法について論じる。また、「不登校」「いじめ」や「学級崩壊」等の
問題行動への対応策についても検討を加えていく。

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
教諭
養護教諭 校・特別支援学
栄養教諭 校・教諭・養護教
諭・栄養教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506687号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/
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担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】子どもと家庭支援につい
て－実践から考える－

少子高齢化社会の進行とともに家族や家庭生活は、多様化し、
かつめまぐるしく変容している。このような現代社会の中で、子ど
もが心身共に健康でよりよく育つための子ども家庭支援は、きわ
めて重要である。本講座では、「子どもと家族」「子育てを巡る課 岡山 千賀子（人間生活学部准教授）
題」「子育て支援の制度・政策」「子育て支援のあり方」などの内
容について具体的な事例を取り上げながら講じ、子どものよりよ
い育ちに通じる家庭支援の実践的な力を培う。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月17日

教諭

幼稚園教諭・保
育教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506688号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

【選択】小学校英語教育SOS支
援！

英語が苦手だから小学校教員になったのに今さら英語を教えな
ければならず困っているという方々を「英語学び隊」として募集し
ます。一方、複雑化する現場で悩みを抱えながらも生徒に英語を
堀口 誠信（短期大学部教授）
教えるプロである中学・高校英語教員の方々を「英語教え隊」とし
大岩 秀紀（短期大学部教授）
て募集します。この全体を8～10グループに分けて何度か相手を
交替しながら簡単なクラスルームイングリッシュ30例ほどを覚える
過程で気づき・学びを整理・発表します。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月17日

教諭

英語教育に関わ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校英語教諭

6,000円

35人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506689号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

幼児期における保育技術のあり方について、理論的、且つ実践
【選択】保育指導と気になる行動 的に追求する。次に、保育・教育活動において発達障害児が見
せる気になる行動を取り上げ、原因と指導法について具体的に
の理解
解説する。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月18日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
教諭・養護教諭
向け

6,000円

100人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506690号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

【選択】ヘルシースクールを目指
す教育実践の進め方（ワーク
ショップ）

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506691号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

前半では、全ての健常および軽度の障害児を対象にした音楽活
動を取り上げ、音楽を通してコミュニケーションや自己表現をおこ
【選択】生徒と教員のメンタルヘ
なう活動を紹介する。さらに、近年、不登校など生徒の心の健康 千葉 さやか（音楽学部講師）
ルス～学校現場における音楽の
が問題となっており、また教員のメンタルヘルスも重要さを増して 井村 幸子（短期大学部准教授）
療法的活用～
いることから、後半では、音楽とリラクゼーション法を併用したリラ
クゼーションテクニックを学び、学校現場に活かす演習を行う。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭・養護
教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506692号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

クレヨン、パス、鉛筆、コンテ、墨などの画材の効果的な活かし方
や様々な紙の特質に適した表現方法を学びます。また、感性ト
レーニングや絵遊びを個人やグループで行い、図画工作や美術
【選択】様々な画材の表現方法と
の時間をいかに生き生きとした有意義なものにするか、子どもた 仁宇 暁子（人間生活学部准教授）
鑑賞の仕方を学ぶ
ちの内に潜んでいる感性を引き出すかを実践を交えて楽しく学び
ます。鑑賞では、子どもの作品や自分の作品の良さや特性を見
抜く力も学びます。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼・小・特支教
諭、中学校・高等
学校の美術科担
当・美術部担当
教諭向け

6,000円

25人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506693号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

人間関係が希薄化していると言われている今日、心を元気にす
るレクリエーション支援を通じて、コミュニケーション能力を高める
【選択】心を元気にするレクリエー ことは極めて重要である。本講座では、人と人をつなぐホスピタリ
ション支援について－実践を通し ティやｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾜｰｸの理論について具体的な支援の方法など 岡山 千賀子（人間生活学部准教授）
を例を挙げながら講じ、その理論に基づいた実技を体験すること
て－
から、子どもたちの心の元気に繋がるような教師としての実践的
資質を培う。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月23日

教諭

保育教諭・幼稚
園教諭・小学校
教諭向け

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506694号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

医薬品は大別すると、化学的に合成した西洋薬と、複数の生薬を
調合した漢方薬に分類される。本講習では西洋薬の一般的な合 吉田 昌裕（薬学部教授）
【選択】教育に役立つ薬の知識： 成法である有機合成と、漢方薬の基本に関する講義を行う。また 梅山 明美（薬学部教授）
医薬品の化学合成と漢方薬の調 化学合成実験、漢方薬の調合を実際に実習形式で実施・体験す 野路 征昭（薬学部准教授）
合
る。本講習を通して、自然の事物・現象についてのより高度な知 松本 健司（薬学部講師）
識や安全に理科実験を行うための基本技術等、教育現場におい 廣兼 司（薬学部助教）
て実際に役立つ知識・技術を習得する。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月24日

小学校・中学校・
教諭
高等学校の教諭
養護教諭 （特に理科）、養
栄養教諭 護教諭、栄養教
諭向け

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506695号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月24日

幼・小・特支教
諭、中学校・高等
学校の美術科担
当・美術部担当
教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506696号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

三橋 謙一郎（人間生活学部教授）
冨樫 敏彦（人間生活学部准教授）

いじめ、自殺、ストレス、生活習慣など現代の子どもの健康課題
が山積している。そこで、ヘルシースクールを目指すために、異な
る校種や職種の教職員のそれぞれの持ち味を活かした相互の学 貴志 知惠子（人間生活学部准教授）
び合いにより、健康課題の解決方法を探る。さらに、その具現化 竹内 理恵（人間生活学部講師）
のために子ども達の主体的・対話的な深い学びに留意し、健康
実践力を高めるワークショップを行う。

絵を描いたり、見たりすることにより、生活を豊かにしたり、心を
癒したり、自分の良さや特性を見つけたりすることができ、教室で
も生かせる水彩画講座である。具体的には、①水彩用具や紙類
の使い方の基礎を学ぶ②簡単な線や形から花などの静物や心 仁宇 暁子（人間生活学部准教授）
の形のような抽象的なものなどを描く。③描いた作品をみんなで
見ることによってお互いの良さが分かる鑑賞の仕方を学ぶ。④教
室や職場で活用できる絵遊びを体験する。

徳島文理大学

【選択】水彩画の基礎を学ぶ

徳島文理大学

薬物乱用の低年齢化は、的確な知識、判断力・断り方などのしか
たが分からないなど具体的にどうするかの欠如、また自己肯定
感の低下によるところが多い。そこで本講義では、①薬物の適正
【選択】教育現場での薬物乱用防
使用についての基礎的知識を習得、②薬物乱用（不適正使用） 伊藤 康一（香川薬学部教授）
止啓発方法
の恐ろしさとその影響の基本的知識を習得し、さらに③薬物乱用
のゲートウエイとなる飲酒・喫煙の問題点を修得することで、④こ
れからの薬物乱用防止啓発のあり方について考える。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月2日

小学校・中学校・
高等学校・特別
教諭
養護教諭 支援学校・教諭・
栄養教諭 養護教諭・栄養
教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506697号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

学校でスマートフォンやタブレットを利用することを念頭におき、デ
ジタルコンテンツの作成方法、どのような場面でこれらの情報端
末を利用すれば良いのか、情報端末利用のメリット・デメリット、
【選択】スマホ・タブレットによる授
教育用アプリの使用方法等を具体的な体験を通じ学習します。 小林 郁典（理工学部准教授）
業展開法
講習中にWindowsも利用する為、Windowsとスマートフォンの基本
的な操作ができることが望ましく、各自のスマートフォンかタブレッ
トの持参を希望します。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月2日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校・教諭・
養護教諭向け

6,000円

44人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506698号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校・教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506699号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

小学校・中学校・
高等学校・特別
教諭
養護教諭 支援学校・教諭・
養護教諭向け

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506700号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

中学校、高等学
校（理科･数学･技
術･工業･情報）・
小学校・特別支
援学校・教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506701号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

明治から平成に至るまでの医療事情を説明する。また今日の医
療には医療機器が必要不可欠で、安全な医療を提供するために
医療機器の正しい管理方法や操作を行う事が重要となる。その
上田 雅彦（保健福祉学部教授）
【選択】教育現場の医療と医療機
機材を使用・体験し、臨床工学技士が関わる医療分野の救急医
樫野 真（保健福祉学部講師）
器
療から高度先端医療までを説明する。実際に人体シミュレータに
より心肺蘇生法の実技を行い、これらを学ぶことにより教育現場
でのAED使用及び心臓マッサージ等、緊急時に生かして欲しい。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月2日

徳島文理大学

6世紀に日本へ伝来した仏像は、鎌倉時代に至って最盛期を迎
えた。史実を明らかにする正攻法は文字資料に拠るが、仏像の
展開からも歴史を紐解くことができることは教科書ではほとんど
【選択】仏教美術（仏像）から歴史 触れられていない。本講では、各時代の代表的な仏像の作風や
濱田 宣（文学部教授）
制作状況から当時の社会情勢を読み解く方法を紹介する。わが
を紐解く
国の歴史と文化に誇りを持った国際人を育成する上でも、世界に
誇り得るわが国の仏像について見識を深めることの意義は大き
い。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月2日

徳島文理大学

近年、高性能なロボットが開発され，様々な分野で応用が期待さ
れています。本講習では，ロボット制御技術（メカトロニクス）の基
礎について実習を通して理解を深めます。実習では，レゴ社とマ
河田 淳治（理工学部講師）
【選択】レゴ教材の組立とプログラ
サチューセッツ工科大学が共同開発した，小学生からも制御体験
加治 芳雄（理工学部講師）
ミング
が可能で，初心者でも楽しみながら実習できるロボット教材（マイ
ンドストーム）を用いて自律型ロボットを製作し，制御するための
ロボットプログラミングについても講習します。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月3日

徳島文理大学

日本語の語彙について、まず語の意味はどのようにして決まり、
どのようにして変化するのかということについて考える。そして辞
近藤 政行（文学部准教授）
【選択】日本語の語彙について考
書が語彙をどのように扱っているかを見ていく。折しも今年は『広
青木 毅（文学部准教授）
える
辞苑』が改訂された年でもあり、辞書を通して日本語への関心を
高め、辞書引き学習等に資するものとしたい。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月3日

中学校、高等学
校（国語）・幼稚
教諭
園・小学校・特別
養護教諭
支援学校・教諭・
養護教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506702号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

GISは、位置情報をキーに様々な情報を結んで可視化し、高度な
分析や迅速な判断を可能にします。本講習ではGIS初心者（パソ
コンの初歩操作ができる人）を対象に、演習中心にGISの基本原
古田 昇（文学部教授）
【選択】GISを理解・活用する－入
理と操作法を学びます。町の探検活動の行動ルートや写真を一
中条 義輝（文学部教授）
門と基礎演習－
枚の図に表現したり、歴史地図・環境変化、ハザード、インフルエ
ンザ感染エリア、マーケッティングなど各校種、各単元で利用でき
る様々なデータマップの作成方法を紹介します。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月3日

小学校・中学校・
高等学校・特別
教諭
養護教諭 支援学校・教諭・
養護教諭向け

6,000円

25人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506703号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

GISは、位置情報をキーに様々な情報を結んで可視化し、高度な
分析や迅速な判断を可能にします。本講習ではGIS初心者（パソ
コンの初歩操作ができる人）を対象に、演習中心にGISの基本原
古田 昇（文学部教授）
【選択】GISを理解・活用する－入
理と操作法を学びます。町の探検活動の行動ルートや写真を一
中条 義輝（文学部教授）
門と基礎演習－
枚の図に表現したり、歴史地図・環境変化、ハザード、インフルエ
ンザ感染エリア、マーケッティングなど各校種、各単元で利用でき
る様々なデータマップの作成方法を紹介します。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月6日

小学校・中学校・
高等学校・特別
教諭
養護教諭 支援学校・教諭・
養護教諭向け

6,000円

25人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506704号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

人権問題を巡る社会情勢や児童・生徒の実態が大きく変化する
中、学校現場で人権・同和教育の実践にあたる教員に求められ
る資質・技能について、「①同和問題をはじめとする人権問題の
【選択】人権・同和教育の実践に
島田 政輝（一般総合科目准教授）
現状理解と学校教育の在り方」「②様々な人権課題」「③人権尊
向けて
渡邊 晋二（一般総合科目准教授）
重の視点に立った教育活動」の３つの観点から、必要な知識や
考え方を学び、学校における人権・同和教育の実践力を高めるこ
とを目指す。人権問題の基本的事項を網羅的に学習する。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月3日

幼稚園・小学校・
教諭
中学校・高等学
養護教諭 校・特別支援学
栄養教諭 校・教諭・養護教
諭・栄養教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506705号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

①「自然と人間との関わりと履歴」の具体例から、ESD(持続可能
な開発のための教育)や防災等地域課題の解決力を養う。
②地形・気候システムのメカニズムと他地域と関連づけた授業展
【選択】自然環境の教え方－ESD
古田 昇（文学部教授）
開。
と防災を目指して－
新見 延安（短期大学部准教授）
③GIS(地理情報システム）を積極的に利・活用できる事例紹介と
教材作成体験。
④歴史・公民系や他科目にも理解でき活用できる内容。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月8日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校・教諭・
養護教諭向け

6,000円

25人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506706号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

①「自然と人間との関わりと履歴」の具体例から、ESD(持続可能
な開発のための教育)や防災等地域課題の解決力を養う。
②地形・気候システムのメカニズムと他地域と関連づけた授業展
【選択】自然環境の教え方－ESD
古田 昇（文学部教授）
開。
と防災を目指して－
新見 延安（短期大学部准教授）
③GIS(地理情報システム）を積極的に利・活用できる事例紹介と
教材作成体験。
④歴史・公民系や他科目にも理解でき活用できる内容。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月9日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校・教諭・
養護教諭向け

6,000円

25人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506707号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

【選択】Excel成績分析入門

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月8日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校・教諭・
養護教諭向け

6,000円

44人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506708号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

本講習では、教育現場で取り扱う成績データを対象として、これら
を整理したり分析したりするための代表的な方法について実際に
Microsoft Excelを操作しながら理解します。代表的な方法の例と
小林 郁典（理工学部准教授）
しては、データ変換、ヒストグラムの作成、ピボットテーブル、
Excelのデータベース機能です。WindowsとExcelの基本的な操作
（表やグラフの作成）ができる方が対象です。

228 / 271 ページ

教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

放射線は自然界にごく普通に存在しているがその本質はあまり
理解されていない面がある。また、人工放射線が医療分野をはじ
めとして様々な分野で利用されているが、その実態はあまり知ら 松村 宣良（保健福祉学部准教授）
れていない。本講習では放射線計測を行い放射線の性質を理解 西村 圭弘（保健福祉学部教授）
するとともに人体への影響とその防護等の基礎知識を学習する。 佐藤 一雄（保健福祉学部教授）
また、医療分野における放射線の利用についても学習し放射線
を正しく理解し知識を深め学校現場での放射線教育に生かす。

講習の開催地

時間数

講習の期間

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月8日

徳島文理大学

イギリス・アメリカの詩、および有名な楽曲の歌詞を題材にして、
そこから見えてくる文化事情（恋愛・親子関係・政治など）を読み
とり、日本やヨーロッパと比較してみたいと思います。また、それ
中島 正太（文学部准教授）
【選択】詩と音楽で体感する英米
ぞれの詩や歌詞が、言葉を「音」として美しく響かせるためにどの
山本 義浩（文学部講師）
の文化
ような工夫をしているかについても考えてゆきます。とくに歌詞の
場合はそこに使われている表現にも着目し、現代英語の面白さ
や複雑さを味わってもらいます。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月8日

徳島文理大学

本講習では生物学に興味を持たせる話題を提供することと、簡単
な実験を通して生命科学を体験させるための技術を修得すること
を目的とします。前半の講習では、メダカやカエルなどの身近な
生き物を利用した授業への活用術や、iPS細胞・ゲノム編集・不妊
【選択】身近な生き物から学ぶ生
治療など生命科学の最先端などの技術について解説します。後 箕田 康一（理工学部教授）
物学
半の講習では、入手が容易な材料や器具を利用して、授業で直
ぐに実践できる実験・観察を体験します。身近な生物を題材とし
て、「生命」に関する知識と理解を深める観点から理科(生物)教
諭以外も対象とします。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月9日

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月24日

徳島文理大学

【選択】放射線の基礎知識

対象職種

九州産業大学

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小学校・中学校・
高等学校・特別
教諭
養護教諭 支援学校・教諭・
養護教諭向け

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506709号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

中学校、高等学
校（英語）・小学
校・特別支援学
校・教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506710号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

小学校・中学校・
高等学校・特別
教諭
養護教諭 支援学校・教諭・
栄養教諭 養護教諭・栄養
教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548506711号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

教諭

小・中・高等学校
教諭（情報・商
業・技術・工業教
科及び情報教育
に関心のある教
諭）

6,000円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506801号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

小・中・高等学校
教諭（芸術系教
育及びデザイン
に関心のある教
諭）
中・高等学校教

6,000円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506802号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

6,000円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506803号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

教諭

インターネット上には様々な情報が存在している。しかし、これら
の情報は信頼性が検証されたものとは言えない。講習では、ネッ
トワーク情報の信頼性を検討するとともに、その情報の検索・利
福田 馨（経営学部教授）
【選択】インターネット情報の検索
用について考えることで、検索エンジンの上手な使い方について
菅野 禎盛（経営学部准教授）
と分析
も具体例を挙げながら実習していく。パソコンを使った実習である
ため、キーボードからのタッチタイピングによる文字入力が可能な
方を対象とする。

主な受講対象者

九州産業大学

【選択】はじめてのWeｂデザイン

Webの技術は、対外向けの情報発信のみならず、組織内部の情
報共有、個人的なノートとして、さらにプレゼンテーションツールと
井上 貢一（芸術学部教授）
しても活用できる。本講習では、Web標準技術としてのHTMLと
CSSを用いたWebページの制作体験を行う。

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月24日

教諭

九州産業大学

【選択】シルバーメタルワーク～
銀ジュエリー作品の制作～

工芸史に触れながら素材に関する基礎的知識を学ぶ。また、素
材の1つである純銀を使用してアクセサリーの制作を行う。工芸
作品の制作を行うことで生徒に工芸とはなにかを学ばせる手立
てとする。

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月24日

教諭

九州産業大学

この講習では、図画工作科の「鑑賞」に焦点を当て、アメリカ・
ニューヨーク近代美術館で開発されたVTS（ビジュアル・シンキン
グ・ストラテジー）という対話型鑑賞を用い、子どもたちの主体的
【選択】子どもたちの「主体的・対
な習得・学習・探求という学習プロセス＝から問題発見・解決能
緒方 泉（美術館教授）
話的で深い学び」を実現する図画
力の向上、そして他者との協働による対話的な学びの実現、さら
工作科の時間をデザインする
に作品への興味関心から、深い学びへと導く方策を参加する教
員がグループワークを通じて、アクティブ・ラーニング型授業を展
開する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月24日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506804号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

この講習では、図画工作科の「鑑賞」に焦点を当て、アメリカ・
ニューヨーク近代美術館で開発されたVTS（ビジュアル・シンキン
グ・ストラテジー）という対話型鑑賞を用い、子どもたちの主体的
【選択】子どもたちの「主体的・対
な習得・学習・探求という学習プロセス＝から問題発見・解決能
話的で深い学び」を実現する図画
緒方 泉（美術館教授）
力の向上、そして他者との協働による対話的な学びの実現、さら
工作科の時間をデザインする
に作品への興味関心から、深い学びへと導く方策を参加する教
員がグループワークを通じて、アクティブ・ラーニング型授業を展
開する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月28日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506805号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

【選択】情報科学入門

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月28日

教諭

中・高等学校教
諭（情報・技術・
工業教科及び情
報教育に関心の
ある教諭）

6,000円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506806号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

生活環境デザインとは何か？本講習では、工芸デザイン、プロダ
クトデザイン、空間演習デザインという、我々の生活環境づくりに
密接な３つの立体系デザイン領域について、その現状を俯瞰す
【選択】生活環境デザインの世界
る講義（午前）と実習（午後）を行う。問題解決型授業の展開、職
場環境の改善、立体物を制作する楽しさなど、広く教育現場全般
に求められるデザインについて学ぶ。

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月28日

教諭

小・中・高等学校
教諭（芸術系教
育及びデザイン
に関心のある教
諭）

6,000円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506807号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

カウンセリングで最も大切で最も難しい「傾聴」。この傾聴を教師
【選択】教育現場で活かすカウン という立場で行うことはどういうことなのか。臨床心理士の立場か
三國 牧子（国際文化学部准教授）
セリング
らカウンセリングにおける「傾聴」を紹介し、受講者と一緒に演習
を通して教育現場でどのように活かせるかを考える。

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月28日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高等
学校教諭、養護
教諭

6,000円

50人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506808号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

【選択】アニメーション・映像の世
界

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月28日

教諭

小・中学校教諭
（美術教諭及び映
像を教材として使
用する教諭）

6,000円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506809号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

前半では、現代の若者たちを哲学へのいざなう方途を具体例に
【選択】哲学へのいざない－「深く 即して探る。プラトンのイデア論と映画『マトリックス』、ルソーの
考える」を楽しみながら学ぶ入門 「自然に還れ」とホメオパシー、といったトピックを取り上げる予
講座
定。後半では、ヘーゲルの弁証法とアニメ『エヴァンゲリオン』を
取り上げる予定。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月2日

教諭

小・中・高等学校
（社会科系教育に
関心のある教諭）

6,000円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506810号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

筒井 知徳（九州産業大学造形短期大学部造
形芸術学科特任教授）

情報科学の基礎を学ぶ。情報リテラシーの入門として、ネットワー
ク社会における個人情報やセキュリティについて講義する。プロ 下川 俊彦（理工学部教授）
グラミングの入門として、Processingを用いたプログラミングを実 神屋 郁子（理工学部助教）
習する。
青木
安齋
佐藤
佐藤

幹太（芸術学部教授）
哲（芸術学部教授）
佳代（芸術学部准教授）
昭則（芸術学部講師）

アニメーション・映像の原理、制作方法を基礎的実習、参考映像
等を鑑賞しながら学ぶ。映像の基本であるストップモーションアニ 井上 博樹（九州産業大学造形短期大学部造
メーションを制作し、映像についての理解を深めていく。また、映 形芸術学科准教授）
像鑑賞を行い、生徒たちに何を学ばせるべきなのか考察する。

藤田 尚志（国際文化学部准教授）
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諭（美術教諭及び
工芸分野を教材
として使用する教
諭）

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

九州産業大学

2020年度の入試改革を前にして、教育現場では子どもたちの思
考力・判断力・表現力の醸成が求められる流れにあるが、その前
段階として、自分の気持ちを感じ、気持ちを抱える力がそもそも
【選択】こころを育てる心理教育と
育っていない子どもたちもいる。様々なレベルの子どもたちが１つ 森川 友子（国際文化学部准教授）
カウンセリング
のクラスにいる中で、心理教育をどう行っていくか、不適切養育
家庭への子どもへの個別的対応をどう行い得るか等、共に考え
る。

九州産業大学

【選択】ストレスマネジメント教育

九州産業大学

本講習では、この度改定された幼稚園教育要領と保育所保育指
【選択】「幼児期に育てたい10の 針の方向性について解説をした後に、「幼児期に育てたい10の
姿」と保育の質の向上につながる 姿」について解説する。その後、各自持参した保育記録の資料を 清水 陽子（基礎教育センター教授）
基に、保育場面を記録する方法を説明し、実際に子どもの育ちを
実践記録の書き方
とらえるための記録を書き、グループで分析する演習をする。

九州産業大学

【選択】彫刻・立体造形における
創造性と指導

九州産業大学

【選択】租税法と社会の課題（医
療制度と事業承継問題を中心と
して）

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月2日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高等
学校教諭、養護
教諭

6,000円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506811号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月2日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高等
学校教諭、養護
教諭

6,000円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506812号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506813号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

この講義は、前半の講義と後半の実習で構成される。講義は「創
造性」をキーワードに、彫刻・立体造形の歴史と現代の表現や技
法について行う。実習は塑造で手の制作を行う。立体表現におけ 小田部 黄太（九州産業大学造形短期大学部
る創造性を養う指導とは、教材研究や技法などについても参加 造形芸術学科教授）
者相互の意見交換を行い、園児、児童への指導の考え方、方法
などを共有する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506814号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

前半は、租税（税金）の賦課・徴収の基本原則である「租税法律
主義」について、具体的な税務訴訟（ホステス源泉徴収事件、武
富士事件）の事例を取り上げて、どのような観点から裁判所の判
春日 克則（商学部教授）
断が行われているかを考えることにしたい。後半は、社会保障、
浅川 哲郎（商学部教授）
特に医療保険制度の展開と租税制度の関係を米国に例をとり概
観する。そして、地方の雇用問題と関係の深い事業承継問題と
相続税について議論し、租税と社会問題との関係を議論したい。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小・中・高等学校
教諭（社会科系
教科に関心のあ
る教諭）

6,000円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506815号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

講習では、ＩＣＴやプログラミングを活用した学びを体験する。教材
は、数理を使い、快適で健康的な居住環境をデザインする技術
で、身近な事例から内容を見出す。その内容は、「お湯を沸かす
【選択】快適で健康的な居住環境 ときの電力利用状況把握と省エネの工夫」「壁の材料と室内の結
香川 治美（建築都市工学部准教授）
露防止の工夫」「緑地の表面温度と気候や風土を活かす工夫」等
を構築する技術
を予定している。問題発見、課題設定から、構想・設計計画・手順
の具現化、結果の評価、改善や修正までの一連の課題解決を、Ｉ
ＣＴやプログラミングを活用しながら、仮想的に体験する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小・中・高等学校
教諭（技術・家
庭・情報・生活・
工業に関心のあ
る教諭）

6,000円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506816号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

本講習では、朝鮮通信使で来日した朝鮮の文人と日本各地で彼
【選択】江戸～近代の日中韓の漢 らを迎えた日本の文人たち、その詩文の交流をみてゆく。また、
石川 泰成（国際文化学部教授）
明治以降、日清両国とも鎖国を解いて直接触れあった文人の交
詩文の交流
流をみていく。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中・高等学校教
諭（国語科系教
育に関心のある
教諭）

6,000円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506817号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

【選択】図画工作によるワーク
ショップの活用について

この講習は、前半に講義と後半に実習・講評を行う。講義では、
児童を対象に想像力を養うことを目的とした学びの空間である
ワークショップの内容や意義について考える。実習では、身近に 森下 慎也（九州産業大学造形短期大学部造
ある簡単な材料を使い、創意工夫で児童が喜ぶ作品制作を行
形芸術学科講師）
う。身近な材料で様々な造形物の表現技法に触れることで、園児
や児童の成長に有意義な指導に活用できる考え方を共有する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506818号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

【選択】経済学を通して世界を見
つめる

本講習では、ミクロ経済学の初歩的な知識を紹介し、それを用い
ることで現実世界のどのような事象を説明できるか、どのように
教育や他者の支援に活かせるかについて考えていく。講習の前
半部分では、初歩的なミクロ経済学のツール、特に「費用・便益」
髙橋 主光（経済学部講師）
「インセンティブ」の考え方を学ぶ。後半部分では、前半部分で学
習した内容を利用し、実際に日本国内で起きているNEET・引きこ
もり等の若者の問題や、他者を支援する方法、「日本人らしさ」と
は何かなどについて考えていく。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小・中・高等学校
教諭（社会系教
科及び数学科教
育に関心のある
教諭）

6,000円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506819号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

近年、生徒が興味を持ち、主体的に取り組むことができ、また考
える力を育てることのできる体験型のものづくり教育が教育現場
【選択】ものづくり教育と理科実験 に積極的に取り入れられている。そこで本講習では「ロボットを動
かす」、「割り箸とケント紙で作る紙飛行機」、「理科実験」などに
関する講習を行う。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小・中・高等学校
教諭（理科・工
作・技術・工業・も
のづくりに関心の
ある教諭）

6,000円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506820号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

【選択】自分も相手も大事にする
心理教育

明るい学級づくりや子ども達の健やかな成長に、自分も相手も大
事にできることは重要である。しかし、いじめなどに見られるよう
に現実には難しく、また、「自分も相手も大事に」と説諭しても届き 伊藤 弥生（国際文化学部准教授）
にくい。本講習では、ワーク中心に楽しみながら、自分も相手も大
事にすることを体験的に学ぶ場を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月23日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

25人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506821号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

【選択】相談援助の技法と実際

発達上の気がかりに対する支援について、子どもへの直接的ア
プローチ、保護者等に対する間接的アプローチを取り上げ、支援
堀内 ゆかり（基礎教育センター教授）
を行う際の具体的方法や技術について解説する。具体的な、臨
床事例等を例に、技法を学ぶ演習も実施する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月23日

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506822号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

近年、子どもたちのストレスは学校現場にとって重要な問題であ
り、早急な対応が求められている。本講義では、ストレスマネジメ
山口 祐子（国際文化学部講師）
ント教育の体験・実践を通して、現場で使えるストレスマネジメント
教育のあり方を参加者とともに考える。

寺西
牛見
神尾
佐野

高広（理工学部教授）
宣博（理工学部教授）
克彦（総合機器センター助教）
洋一（生命科学部助教）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

九州産業大学

講習の名称

【選択】絵画表現－人物

講習の概要

担当講師

この講習は、講義と実技講習、実技試験、作品の講評と採点、筆
記試験の順で行う。講義では美術作品における内面表現という
観点で作品を提示し、考察する内容で行う。実技講習では人物表
現（着彩／デッサン選択可）をテーマに、人物の生き生きとした表
黄 禧晶（九州産業大学造形短期大学部造形
情や形、単なる対象の再現にとどまらない「表現の力や楽しさ」を
芸術学科准教授）
知ってもらう目的で授業を行う。実技試験では、人物をデッサン又
は色彩表現で制作し、作品の講評と採点を行う。多様な画材や
表現技法に触れることで今後の児童の指導上のテクニックを共
有する。
益本
緒方
吉住
佐塚

広久（工学部教授）
光（工学部教授）
孝志（工学部教授）
秀人（工学部准教授）

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557506823号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

福岡県久留米
市

6時間 平成30年6月9日

教諭

高等学校教諭
（工業・情報）、中
学校教諭（技術）

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月20日

平30-30561506547号

0942-22-2348

http://www.kurumeit.ac.jp

久留米工業大学 【選択】工業の最近の話題

機械システム工学科、交通機械工学科、建築・設備工学科、情報
ネットワーク工学科の教員が、それぞれの専門分野の最近の話
題について全般的な知識を教授し、工業教育について更なる理
解を深めることを目指す（中学・高校教員向け）

久留米工業大学 【選択】体育概論

近・現代の体育やスポーツは、総合的な人間形成との関連で論じ
られる場合が多いが、このような背景や過程を概括すると共に、
その基本的な構造について、プレイと自己実現、スポーツ規範、
自発性と美の三つの観点から整理する。またそこから導き出され 吉谷 修（工学部教授）
る体育・スポーツの可能性や存在意義について考える。講習に際
しては、これらの問題を単なる理念としではなく、身近で具体的な
問題として捉えていきたい。

福岡県久留米
市

6時間 平成30年6月9日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育科教諭

6,000円

50人

平成30年4月20日～
平成30年5月20日

平30-30561506548号

0942-22-2348

http://www.kurumeit.ac.jp

久留米工業大学

【選択】技術を理解するための８
項目

技術の現場では常識とされながら、教育の場ではほとんど教えら
れていない考え方や概念の中から８項目を選び、それらについて
技術者教育の中で教えることを検討します。その８項目とは、「余
立花 均（元久留米工業大学教授）
裕」「フェイル・セイフ」「ノウ・ハウ」「やってみなければ分からな
い」「使い古された技術」「トレード・オフ」「ボトルネック」「ラジアン」
です。

福岡県久留米
市

6時間 平成30年6月10日

教諭

高等学校教諭
（工業・情報・数
学・理科）、中学
校教諭（技術・情
報・数学・理科）

6,000円

50人

平成30年4月20日～
平成30年5月20日

平30-30561506549号

0942-22-2348

http://www.kurumeit.ac.jp

久留米工業大学

【選択】能力を伸ばす４つのポイ
ント

勉強でもスポーツでも楽器の演奏でも、「努力」だけで能力が伸
びるわけではありません。学習や練習の「方法」が間違っていれ
ば、いくら努力しても骨折り損のくたびれもうけに終わるだけで
立花 均（元久留米工業大学教授）
す。どのような分野にも共通な「能力を伸ばす方法」というものが
あります。ここでは、その方法の４つのポイントについて、実例に
即しながらお話しします。

福岡県久留米
市

6時間 平成30年6月24日

教諭

中学校・高等学
校全教諭

6,000円

100人

平成30年4月20日～
平成30年5月20日

平30-30561506550号

0942-22-2348

http://www.kurumeit.ac.jp

西南学院大学

英文を読む・書く際、英語の「慣習」を理解していれば効果的に作
業を行うことができます。ネイティブスピーカーは無意識にこうし
た慣習を習得していますが、英語学習者は、ジャンル分析を行う
【選択】英語教育のためのジャン ことによって英語の慣習を効果的に学習することができます。本
リチャード ホドソン（文学部准教授）
講習では、ジャンル分析を行ったことがない方を対象にジャンル
ル分析入門
分析とは何かを紹介し、実際にジャンル分析を行っていただきま
す。更に、英語授業におけるジャンル分析の応用例を紹介しま
す。授業はすべて英語で行われます。

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月20日

教諭

中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年5月11日

平30-30565505427号

092-823-3273

http://www.seinangu.ac.jp/

西南学院大学

中学校、高等学校の英語科教員にとって必要なスキルのうち英
【選択】英語科教員のためのスキ 語学力の評価法について取り上げる。英語学力の測定と評価に
伊藤 彰浩（文学部教授）
ル養成講座
役立つ基本的な概念を理解していただくとともに、テストの質的検
討をする際に役立つ具体的な分析法を習熟していただく。

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月24日

教諭

中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年5月11日

平30-30565505428号

092-823-3273

http://www.seinangu.ac.jp/

西南学院大学

子どもと家族の今日的課題について福祉的視点から理解を深
め、教員としての役割を再考することを目指す。講習では、児童
【選択】子どもと家族を支える教
虐待、子どもの貧困、発達障害等の子ども家庭福祉問題の現状
員の役割－福祉的視点からの再
山本 佳代子（人間科学部准教授）
と課題および支援の実際について、ソーシャルワークの知識・技
考－
術をふまえて概説する。また、具体的な事例をもとに、グループで
の検討を行う。

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月30日

教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
教諭、養護教諭

6,000円

25人

平成30年4月23日～
平成30年5月11日

平30-30565505429号

092-823-3273

http://www.seinangu.ac.jp/

西南学院大学

理科離れが叫ばれている昨今において、児童・生徒が興味を持
つ話題を提供することは重要である。本講習は、身近なものに焦
点を当てて、実習・観察を通して、理科に親しむためのテーマを
松村 敬治（人間科学部教授）
【選択】身近なサイエンス：光と色 見つけるヒントを得ることを目的とする。具体的には、「光と色の
塩野 正明（人間科学部教授）
の科学から猫の科学まで
科学」、「シャボン玉の科学」、「電子顕微鏡の観察実習」、および
山根 明弘（人間科学部准教授）
「猫の科学」の4つのサブテーマで講習を行う。内容の約50％は、
以前に開講した「ミクロの世界の探究」と同じであることに留意す
る。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（理科）

6,000円

15人

平成30年4月23日～
平成30年5月11日

平30-30565505430号

092-823-3273

http://www.seinangu.ac.jp/

西南学院大学

中高の英語教育において、互いに平等な立場でディスカッション
し、物事を多角的・多面的に吟味し見定めていく力（いわゆる「ク
リティカル・シンキング」）を育成する必要性が高まってきていま
す。この講習では、アメリカ文学の短いテキストを英語教材として
【選択】英語教育におけるクリティ
用いて、生徒の語学力と文化・文学への理解を高めつつ、生徒 藤野 功一（文学部教授）
カル・シンキング養成講座
同士の対話を促す方法の具体例を示します。また、授業を民主
的に運営し、生徒の批判的思考力を養成する際の問題点を話し
合い、ディスカッション後の結論の引き出し方と生徒に対する評
価方法を考えます。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月3日

教諭

中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年5月11日

平30-30565505431号

092-823-3273

http://www.seinangu.ac.jp/

福岡県北九州
市

6時間 平成30年7月30日

教諭

中学校・高等学
校教諭（技術・工
業・情報）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30571506322号

0930-23-1493

http://www.nishitech.a
c.jp

西日本工業大学 【選択】現代社会とデザイン

高度に複雑化する現代社会を生きる私たちにとって、豊かな生活
環境を構成する「デザイン」は重要な課題です。 「デザイン」とは、
都市や空間、工業製品、Webサイトといった様々なモノや情報を
設計し、整理し、再構成する力のことです。ここでは主に建築分
野、プロダクトデザイン分野、情報デザイン分野における現代社
会とデザインの関わり、デザインの視点からみる生活文化につい
て講習します。

中島 浩二（デザイン学部教授）
趙 彦（デザイン学部准教授）
水野 貴博（デザイン学部准教授）
三笠 友洋（デザイン学部准教授）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

現代の科学・技術の発展はめざましい。特にその発展を担う工学
の根幹である電気工学・情報工学・土木工学は、我々の身近な
生活に不可欠な技術分野を形成しており、今後さらなる技術革新
小田 徹（工学部教授）
【選択】電気・情報工学及び土木 と社会生活の向上に寄与するものと期待されています。本講習で
周 国云（工学部教授）
西日本工業大学
はこれらの工学分野について、まず「雷等の気象災害防御技術」
工学技術の概要とトピックス
石川 誠（工学部講師）
と「ICT活用教育とプログラミング教育」について概説し、さらに地
理情報システム（GIS）及び水理学を中心とした土木工学技術の
概要とトピックスを解説します。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福岡県京都郡
苅田町

6時間 平成30年7月31日

教諭

中学校・高等学
校教諭（技術・工
業・情報）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30571506323号

0930-23-1493

http://www.nishitech.a
c.jp

西日本工業大学

現代の科学技術の発展はめざましく、その技術の中枢にあるの
は、工学であると言えます。工学の中でも重要な技術分野に、機 高 峰（工学部教授）
【選択】機械工学の概要とトピック 械分野があり、これらの技術は現代社会で欠くことのできない技 高橋 雅士（工学部教授）
－機械工学とその具体的技術－ 術です。本講習では、前半で機械設計、設備保全，後半で機械 髙藤 圭一郎（工学部教授）
工学について、概要とトピックをそれぞれの専門教員が解説しま 中島 潤二（工学部教授）
す。

福岡県京都郡
苅田町

6時間 平成30年8月1日

教諭

中学校・高等学
校教諭（技術・工
業・情報）

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30571506324号

0930-23-1493

http://www.nishitech.a
c.jp

福岡工業大学

世界中の研究者や機器メーカの技術者が「集積回路の高性能
化」に向けて基礎的な研究から応用研究までの幅広い分野で活
躍しています．環境・安全・エネルギー問題には欠かせない半導
【選択】半導体デバイス入門と太
体シリコンの発見，IC(Integrated Circuit)の発明，産業化の歩み， 田中 秀司（工学部教授）
陽電池製作体験
超LSIの最先端製造技術などに加えて半導体の基礎についての
講義と本学半導体デバイス製作実験センターで太陽電池製作工
程の一部を体験してもらいます。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月10日

教諭

中学理科・技術・
高校理科・工業
教諭

6,000円

25人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504841号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

6,000円

16人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504842号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

現在の情報化社会を支える基盤技術「コンピュータの動作原理」
木室 義彦（情報工学部教授）
を，ロボット実機やロボット玩具，ウェブアプリを用いて，実習・理
吉田 耕一（情報工学部教授）
解します．また，修得した内容を本務校の児童生徒や他の教員
山口 明宏（情報工学部准教授）
にも伝えられるようなスキルを身につけます．

福岡工業大学

【選択】ロボットで学ぶコンピュー
タシステム

福岡工業大学

本講習では，デジタルファブリケーションによるモノづくりの基礎に
ついての講義，3Dプリンタやレーザ加工機の動作見学，CAD
データの生成演習，プロトタイプのモノづくりを体験します．課題
【選択】カッティングプロッタと3Dプ
は，受講生のデザインに沿ってカッティングシートを加工したアク 松原 裕之（情報工学部講師）
リンタによるモノづくり体験
リルのキーホルダーの製作です。加えて，3Dプリンタで印刷した
簡易金型を用いたレゴブロックの試作と精度の評価，アクリル板
のレーザー彫刻を追加する場合もあります．
今日の環境問題と持続可能な文明社会を構築する必要性を概
観しながら、人間生活と環境との関わりを考える。生活環境問題
と環境教育の観点から、特に、歴史認識に基づき、環境とは何
か、文明社会とは何かを問いながら持続可能な文明社会に焦点 坂井 宏光（社会環境学部教授）
をあてて講義する。また、実践的な環境教育として里山・ビオトー
プを活用した自然観察を通じて、豊かな生活環境についても論議
する。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月10日

教諭

中学技術・高校
工業・情報教諭・
視覚特別支援教
育に携わる教員，
小学校プログラミ
ング教育に興味
のある教員

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月10日

教諭

中学技術・高校
工業・情報教諭を
主たる受講対象
とするが，それ以
外の教科の教員
でも受講可能

6,000円

16人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504843号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月10日

教諭
教諭・養護教諭・
養護教諭
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504844号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

小学校教諭、中
学社会、高校公
民・商業

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504845号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡工業大学

【選択】環境と社会の関わり

福岡工業大学

働き方改革やネット社会の拡大、市場のグローバル化などを背
景にして、多様化しつつある国民の価値観やライフスタイルの変
化に着目して現代の消費スタイルの潮流を理解する。また、消費
【選択】現代の消費生活と小売業
スタイルの変化の他、激化する市場競争、買い物難民などの社 松藤 賢二郎（社会環境学部教授）
の役割
会問題に対応して革新を続ける小売り・流通業について、消費者
の視点から解説する。なお、ビジネスゲームを行うことによって、
商業系科目でのアクティブラーニングの手法を紹介したい。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月10日

福岡工業大学

【選択】身体活動を用いたアイス
ブレーキングとチームビルディン
グ

本講習では、授業の導入時や、PBL（Problem-Based Learning）
を含むアクティブラーニング実践の際に有用であると考えられる
身体活動を用いたアイスブレーキング手法やチームビルディング
楢﨑 兼司（社会環境学部准教授）
手法について、主に演習形式で学びます。様々な教育現場にお
いてアイスブレーキングやチームビルディングの必要性を持たれ
ている先生方を対象者として想定しています。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月10日

教諭
教諭・養護教諭・
養護教諭
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504846号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡工業大学

本講習では、充実した学校生活のための教師と児童生徒の心の
環境づくりについて、伝統文化尊重の視点から、先人の思想をも
【選択】充実した学校生活のため とに、学校生活場面での行動力の源泉としての「志」、学校生活
の教師と児童生徒の心の環境づ 場面で発動する心の主要な要素としての謙虚な心、素直な心、感 上寺 康司（社会環境学部教授）
くり
謝の心に焦点をあてて、講義を行う。先人の思想としては、江戸
時代の儒学者、佐藤一斎の『言志四録』を中心とし、貝原益軒の
思想や孔子等の思想、西洋の先人の思想にも言及する。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月10日

教諭
教諭・養護教諭・
養護教諭
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504847号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月20日

中学理科・高校
理科教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504848号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡工業大学

【選択】ナノ素材を身近に感じる
化学と物理の楽しい実験

nm～μmの構造を巧みに制御する事で、特別な機能を持つ新素
材が作り出され、身近の製品などに次々と応用されています。複
合型プラスチックを使った車や飛行機、食品を長持ちさせるバリ
ア膜、フレキシブル電子デバイスなどがその例です。しかし、ナノ
マテリアル研究と言うと、とても難しい別世界の出来事と思われ 宮元 展義（工学部准教授）
がちです。そこで本講習は、ナノマテリアルを身近に感じ、関連す
る化学や物理に興味を持ってもらえるような実験・実習を中心に
実施します。実験は、低予算で準備でき、中学校や高校でも簡単
安全に実施可能なものばかりです。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

福岡工業大学

2003年度に日本の中等教育に「情報」が教科として導入され、
2020年度から小学校での「プログラミング教育の必修化」が、発
【選択】明日の情報教育の中心と 表された。本講座では、現代の最新技術の中から明日の情報教 前田 洋（情報工学部教授）
なるべき通信とプログラミング技 育で必修となりそうな話題を厳選し、その原理を演習や実習を主 池田 誠（情報工学部准教授）
な学習方法とし、わかりやすい解説講義を織り交ぜながら学習す 松尾 慶太（情報工学部准教授）
術
る。また、簡単な電子回路を制御するプログラミング技術（C言
語）の体験をしてもらう。

福岡工業大学

【選択】深い学びにつながるプレ
ゼンテーション教育の方法

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

教諭

中学技術・理科・
高校工業・理科・
情報教諭

6,000円

20人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504849号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月22日

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月22日

教諭
教諭・養護教諭・
養護教諭
栄養教諭
栄養教諭

7,995円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504850号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡工業大学

本講習では，発達障がいの子どもたちの困り感を理解し，支援に
活かしていくための講義・演習を行います。まず，発達障がいの
特徴が子どもたちのどのような行動に現れているのかを理解しま
【選択】発達障害の理解と支援へ
す。その上で，どのような支援（環境の調整や指導）が有効であ 宮本 知加子（ＦＤ推進機構特任教員）
の活かし方
るかを学びます。事例を用いたグループワークを通じて，支援の
ポイントを検討し，日頃の実践に活かすことのできる支援方法を
整理します。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月22日

教諭
教諭・養護教諭・
養護教諭
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504851号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡工業大学

本講習では、教育における伝統文化の尊重の視点から、先人の
教えに内在する道徳的価値を活かした道徳教育の在り方につい
て、江戸時代の儒学者、佐藤一斎の『言志四録』、貝原益軒の
【選択】先人の教えを活かした道
『養生訓』・『大和俗訓』・『慎思録』、孔子の『論語』を中心に取り 上寺 康司（社会環境学部教授）
徳教育
上げて講義を展開し、道徳的実践力の涵養の工夫を探究する。
本講習の道徳教育は、教科「道徳」のみならず、小・中・高の学校
教育活動全体を通して行う道徳教育を対象とする。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月22日

教諭
教諭・養護教諭・
養護教諭
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504852号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡工業大学

コンピュータの基礎として、2進数などの話から入り、基本的な機
器構成や動作原理などについて学びます。また、コンピュータの
山澤 一誠（情報工学部教授）
【選択】コンピュータの基礎と応用 応用として、３Dコンピュータグラフィックスについて学びます。数
家永 貴史（情報工学部准教授）
学や物理がコンピュータによってどのように映画やゲームに応用
されるか理解します。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学理科技術・
高校数学工業理
科

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504853号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡工業大学

【選択】デジタルファブリケーショ
ンによるレーザー加工の体験

現在のICT化されたモノづくりにおいて，デジタルファブリケーショ
ンが注目されています．本講習では，デジタルファブリケーション
の基礎についての講義，3Dプリンタやレーザ加工機などの動作
見学、CADデータの生成演習，レーザ加工によるプロトタイプの 松原 裕之（情報工学部講師）
製造を体験します．課題はネームプレート，またはハンコづくりを
予定しています．アクリル板やラワン板の素材をカットし，名入れ
や印章などを彫刻して組み立てます．

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学技術・高校
工業・情報教諭を
主たる受講対象
とするが，それ以
外の教科の教員
でも受講可能

6,000円

10人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504854号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡工業大学

【選択】CGにおける数学～図形
の回転を表現する四元数～

複素数（二元数）は実数を拡張したものであるが，さらに拡張した
四元数はコンピュータグラフィックスに利用され，特に3次元CGに
おける図形の回転は四元数を用いて表現されることが多い．本
講習では，数学ソフトウェアであるMathematicaを用いて，直感的 井口 修一（情報工学部准教授）
には理解し難い四元数による図形の回転と行列計算による回転
を計算，比較することで，CGにおいて利用される数学の一端を学
習する．

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学数学・高校
数学・情報

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504855号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡工業大学

【選択】防災教育

東日本大震災における「釜石の奇跡」といわれた避難の成功の
原動力にあった防災教育の事例を皮切りに、平成29年7月北部
九州豪雨をはじめとした九州に多い風水害や火山災害等につい
て、座学とワークショップ（WS）をおこなう。
森山 聡之（社会環境学部教授）
特に、避難する事の重要性、避難に関わる情報の取得、ハザー
ドマップの見方、地域との連携について詳細に講義し、それぞれ
の学校、地域に合わせた対策をWSで議論して頂く。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月23日

教諭
教諭・養護教諭・
養護教諭
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504856号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡工業大学

【選択】先人の教えを活かした危
機管理のための心の環境づくり

本講習では、学校の教育活動で想定される危機に対応するため
の心の環境づくりについて、教育における伝統文化尊重の視点
から、江戸時代の儒学者、佐藤一斎の『言志四録』や貝原益軒の
上寺 康司（社会環境学部教授）
『養生訓』・『慎思録』・『大和俗訓』や孔子・孟子・老子等の思想、
西洋の先人の思想に内在する危機管理のための知恵に焦点を
あて、それらの実践知としての活用を中心に講義を行う。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月23日

教諭
教諭・養護教諭・
養護教諭
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575504857号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

【選択】歴史学研究の現在Ａ

ますます複雑化していく世界を理解し、その世界のなかで日本を
理解するためには、双方の歴史や文化を知る必要があります。
本講座では、考古学・日本史・東洋史・西洋史の専門家が、それ
ぞれの分野の新しい研究状況を紹介し、日本と世界の歴史・文
化を知る一助とします。なお、本講座は同趣旨のもとでA・B、２種
類実施されます。片方だけの履修も可能ですが、分野を網羅する
ためにA・Bとも履修されることを望みます。Ａでは東洋史（古代）、
日本史（近世）、日本史（近代） を取り上げる予定です。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月21日

中学校社会科教
員・高等学校地
理歴史科教員

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580504989号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

福岡大学

本講座では、基礎的・汎用的能力の一つとしてプレゼンテーショ
ン能力を捉え、深い学びにつながるプレゼンテーション教育の方
法について学びます。具体的には、講師が開発した並行反復学
習法の進め方をテキストを用いて講義・実践します。講座の最後 中野 美香（社会環境学部准教授）
にはこの指導法を土台に受講者の教育場面に適した応用方法を
創出するために受講生同士で議論をおこない、授業の設計方法
等について理解を深める時間を設けます。

梶原 良則（人文学部教授）
武末 純一（人文学部教授）
西谷 正浩（人文学部教授）
則松 彰文（人文学部教授）
福嶋 寛之（人文学部准教授）
星乃 治彦（人文学部教授）
松塚 俊三（大学院人文科学研究科非常勤講
師）
桃崎 祐輔（人文学部教授）
森 茂暁（人文学部教授）
森 丈夫（人文学部教授）
山根 直生（人文学部教授）
渡邉 裕一（人文学部講師）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師
梶原 良則（人文学部教授）
武末 純一（人文学部教授）
西谷 正浩（人文学部教授）
則松 彰文（人文学部教授）
福嶋 寛之（人文学部准教授）
星乃 治彦（人文学部教授）
松塚 俊三（大学院人文科学研究科非常勤講
師）
桃崎 祐輔（人文学部教授）
森 茂暁（人文学部教授）
森 丈夫（人文学部教授）
山根 直生（人文学部教授）
渡邉 裕一（人文学部講師）

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

教諭

中学校社会科教
員・高等学校地
理歴史科教員

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580504990号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580504991号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580504992号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

【選択】歴史学研究の現在B

ますます複雑化していく世界を理解し、その世界のなかで日本を
理解するためには、双方の歴史や文化を知る必要があります。
本講座では、考古学・日本史・東洋史・西洋史の専門家が、それ
ぞれの分野の新しい研究状況を紹介し、日本と世界の歴史・文
化を知る一助とします。なお、本講座は同趣旨のもとでA・B、２種
類実施されます。片方だけの履修も可能ですが、分野を網羅する
ためにA・Bとも履修されることを望みます。Ｂでは東洋史（中世）、
日本史（中世）、西洋史（中世） を取り上げる予定です。

福岡大学

【選択】日本国憲法を考える

憲法とはどのような内容をもつ法なのか、何のために存在する法
なのか、法律との違いは何かといった憲法に関する基本的な論
点について解説する。これらを踏まえ、日本国憲法のもつ普遍的 守谷 賢輔（法学部准教授）
な内容と特殊な内容を示す。そして、憲法改正論を含む、日本の
憲法論議を検討する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月28日

福岡大学

中学校、高等学校における「国語」のうち、上代から現代にいたる
江口 正（人文学部教授）
【選択】日本語日本文学研究の現 日本語と日本文学について、各講師の専門分野から、それぞれ
田坂 順子（人文学部教授）
の現時点における研究の現状と問題点を国語教育に関係が深
在
國生 雅子（人文学部教授）
い具体的な例を使って講義する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月10日

福岡大学

英語音声の外国語映画を字幕なしで聞き取れるようになりたいと
いう生徒の声がある。そのような目標に一歩でも近づけるような
英語学習方法をこの講習を通して、実践してみる。英単語は単独
【選択】洋画を利用したリスニング
で発音されることはほとんどなく、実際の会話では前後に存在す
指導
る単語の音によって変化する。具体的には音の同化、脱落、連結
（リエゾン）などの現象を扱い、映画のセリフの聞き取りに応用し
てみる。

奥田 裕司（人文学部教授）
福田 慎司（人文学部教授）
ラリー・キンバー（人文学部教授）
光冨 省吾（人文学部教授）
長 加奈子（人文学部准教授）
テイム・クロス（人文学部教授）
石井 和仁（人文学部教授）
大津 敦史（人文学部教授）

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小・中・高で英語
を教えている教員

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580504993号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

福岡大学

言語の文法には母語話者の世界のとらえ方が表れている。この
講習では、英文法を単なるルールの集合体としてとらえるのでは
なく、母語話者の世界のとらえ方が、英文法にどのように反映さ
【選択】英文法に表れる日本語と
れているかという点について、日本語と英語を比較しながら見て
英語の世界のとらえ方の違い
いく。例えば、英語の「数えられる名詞」と「数えられない名詞」の
違いはどこから来ているのか、構文には、話者の事態認知のあり
方がどう関わっているかなどを取り上げる。

奥田 裕司（人文学部教授）
福田 慎司（人文学部教授）
ラリー・キンバー（人文学部教授）
光冨 省吾（人文学部教授）
長 加奈子（人文学部准教授）
テイム・クロス（人文学部教授）
石井 和仁（人文学部教授）
大津 敦史（人文学部教授）

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月31日

教諭

小・中・高で英語
を教えている教員

6,000円

32人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580504994号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

福岡大学

【選択】ヨーロッパの言語文化を
通して教育を考える

片岡 宜行（人文学部准教授）
堺 雅志（人文学部教授）
遠藤 文彦（人文学部教授）
桑原 隆行（人文学部教授）

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月24日

教諭

中学校・高等学
校の国語科・外
国語科・社会科
（地理歴史科・公
民科）などの教諭

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580504995号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

福岡大学

中学・高校の数学のカリキュラムでは、小学校算数で学ぶ「平均」
の概念が中学1年の3つの代表値や散布度に、更に高校「数学
Ⅰ」のさまざまな統計値の教育へとつながっていく。この講習の
【選択】平均・分散と中央値・箱ひ
主たる目的は、統計教育の歴史と全体的な流れを把握し、基本 杉万 郁夫（理学部准教授）
げ図を比較する。
的な統計値の意味を確認し、代表値の使い分けや代表値と散布
度の総合的な理解を深めることである。特に、海外では定着して
いる中央値や箱ひげ図を用いる利点への理解に重点を置く。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月24日

教諭

中学校・高等学
校の数学科教員

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580504996号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

福岡大学

先生方が理科や物理の授業や実験で実施できる物理教育に関
する研究手法や，探究活動で活用できる実験の開発などの紹介
を行う。また，授業の中で生徒に提供できる物理学研究として，ミ
【選択】生徒に伝えたい物理科学
クロスケールの研究である原子間力顕微鏡・電子顕微鏡や物性
研究～宇宙・物性～
の研究の説明や実験と，マクロスケールの研究である超新星爆
発や天体観測についての講義や実験を予定している。なお，本
講習の内容に即した試験を実施する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月10日

教諭

中学・高校の理
科教員および理
科に強い関心の
ある小学校教員

6,000円

20人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580504997号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

福岡大学

【選択】実験で学ぶ分子の世界

“分子認識”は、「酵素と基質」、「抗体と抗原」、「受容体とホルモ
ン」などの間でみられる現象で、生体が生命活動を営むための基
林田 修（理学部教授）
本的な原理である。本講習では、講義と簡単な実験を通して、２
草野 修平（理学部助教）
つ以上の分子が弱い分子間の相互作用を介してお互いを認識し
て会合する分子認識の世界について知識と技能を身につける。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月28日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の理科
担当教員

6,000円

16人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580504998号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

福岡大学

地球の進化や日本列島の形成史は、野外での観察を体験するこ
とでより理解が深まる。本講座では福岡市西区能古島の地質を
題材とし、野外での露頭観察と既知の情報を重ねあわせて、日
【選択】フィールド科学入門（能古 本列島や地球の成り立ちについて「わかった」に至る過程を体験 田口 幸洋（理学部教授）
島から始まる地球探求）
する。野外観察結果をまとめるルートマップの作成技術を現地で 奥野 充（理学部教授）
指導する．現地で観察終了後に，観察事項に関する試験を行うと
ともに，観察事項を記載したものを提出させ，その両者で成績評
価を行う。

福岡県福岡市

6時間 平成30年10月6日

教諭

小学校，中学校
理科教員，高等
学校理科教員

6,000円

20人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580504999号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

福岡大学

国語科・外国語科・社会科などの教諭に、あらためて言語文化へ
の関心と理解を広げてもらい、それぞれの教育を振り返る機会を
提供することが目的である。ドイツ語・フランス語の仕組みを英語
や日本語との比較を交えて解説する。また、ドイツ語圏・フランス
語圏の文学・文化を具体的に紹介する。こうして、言語の普遍性
と多様性への認識を深め、同時に異文化と自国文化の理解を育
むような興味深い教育のあり方の考察につなげる。

永田 潔文（理学部教授）
林 壮一（理学部准教授）
固武 慶（理学部准教授）
山本 大輔（理学部准教授）
中村 忠嗣（理学部助教）
匠 正治（理学部助教）
大槻 かおり（理学部助教）

福岡県福岡市
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6時間 平成30年8月22日

憲法に関心のあ
る幼稚園、小学
校、中学校、義務
教諭
教育学校、高等
養護教諭 学校、中等教育
栄養教諭 学校、特別支援
学校、幼保連携
型認定子ども園
の教諭、養護教
国語科の中学・
高校教員及び国
教諭
語教育に関心の
ある小学校教員

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

時間数

受講者募集期間

認定番号

ＵＲＬ

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教諭

養護教諭、体育
科教員、特別支
援学校教諭など

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580505000号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月9日

教諭

中学校・高等学
校保健体育教員

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580505001号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

講習の開催地

受講人数

電話番号

福岡大学

【選択】今、求められる学校保健
の課題対応力

学校保健の主なテーマとして「危機管理」では、参加者の救急処
置のヒヤリ・ハット体験を提示後、医師による専門的指導と養護
診断の教授を行い、事例検討から保健室のフィジカルアセスメン
トの基本を確認する。「いじめ・発達障害」では、臨床心理の立場
から、グループ体験型の学習を交えて生徒理解と支援力の向上
を目指す。「がん教育」では、看護の専門的な心と体の支援、が
んのメカニズム、配慮事項について最新情報を教授する。

福岡大学

【選択】保健体育教員なら知って
おきたいレクリエーションと柔道
の指導法

生徒の主体性を育む様々なレクリエーションの手法と、現行およ
び次期学習指導要領（保健体育）の中学校で必修となっている柔 築山 泰典（スポーツ科学部教授）
道の授業づくりについて、現場で活用できる指導法を実技を交え 坂本 道人（スポーツ科学部准教授）
て教授します。

福岡大学

バレーボールの個人スキルからチームスキルの向上を目指す指
【選択】保健体育教員なら知って
導法、また、現行および次期学習指導要領（保健体育）の中学校 米沢 利広（スポーツ科学部教授）
おきたいバレーボールとダンスの
で必修となっているダンスの授業づくりについて、現場で活用でき 柿本 真弓（スポーツ科学部教授）
指導法
る指導法を実技を交えて教授します。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校保健体育教員

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580505002号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

福岡大学

学校現場や保健体育の授業で活用できる子供のメンタルヘルス
山口 幸生（スポーツ科学部教授）
【選択】保健体育教員なら知って
と運動・スポーツの役割、スポーツにおける頭部外傷の実態・応
重森 裕（スポーツ科学部准教授）
おきたい子供のメンタルヘルスと
急処置・予防法、スポーツ傷害の発生と予防法（テーピング実習
秀泰 二郎（スポーツ科学部助教）
スポーツ傷害の予防法
を含む）についてわかりやすく教授します。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校保健体育教員

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580505003号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

九州ルーテル学
院大学

本講習では、幼児期から青年期までのこころの発達をとらえ直し
ながら、特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒への支援や、
【選択】こころの問題へのアプ
ローチ～幼児・児童・生徒への支 教師のメンタルヘルスなど、学校を取り巻く様々なこころの問題に
対し、多様な視点からのアプローチを考える機会とします。なお、
援と教師のメンタルヘルス～
本講習は3日間連続受講が必要です。

鍋島
松永
小栁
中島

茂樹（大学病院教授）
邦裕（人文学部教授）
康子（医学部准教授）
充代（医学部准教授）

糟谷 知香江（人文学部心理臨床学科准教授）
久﨑 孝浩（人文学部心理臨床学科准教授）
三城 大介（人文学部心理臨床学科教授）
熊本県熊本市
和田 由美子（人文学部心理臨床学科教授）
河田 将一（人文学部心理臨床学科教授）
有村 達之（人文学部心理臨床学科教授）
西 章男（人文学部心理臨床学科准教授）

18時間

平成30年8月7日～
平成30年8月9日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学 18,000円
校教諭、養護教
諭

190人

平成30年4月17日～
平成30年5月31日

平30-30590506739号

096-343-1600

http://www.klc.ac.jp/

18時間

平成30年8月21日～
平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭、小
学校低学年担当 18,000円
教諭

80人

平成30年4月17日～
平成30年5月31日

平30-30590506740号

096-343-1600

http://www.klc.ac.jp/

6時間 平成30年8月2日

教諭

中学校・高等学
校の英語科教諭

6,000円

30人

平成30年5月17日～
平成30年6月17日

平30-30591505053号

096-364-5161(内 http://www.kumagaku.a
線1161)
c.jp/

【選択】幼児から児童へ、その学
びと指導

犬童 昭久（人文学部人文学科准教授）
山内 隆雄（人文学部人文学科教授）
各学校・園の現場における様々な教育課題を踏まえ、特に、子ど
永野 典詞（人文学部人文学科教授）
もの学びの連続性の観点から、就学前教育から初等義務教育へ
香﨑 智郁代（人文学部人文学科講師）
の、より円滑な接続を目指した指導と連携の在り方を考える機会
河田 将一（人文学部心理臨床学科教授）
とします。なお、本講習は３日間連続受講が必要です。
金戸 清高（人文学部人文学科教授）
三井 真紀（人文学部人文学科准教授）

熊本学園大学

【選択】英語科教育の実際

英語指導の実践において有効と思える知識と考え方を、幅広い
見地から学ぶ。 以下の内容で構成される。
1. 中高生のための多読
2. Integrating skills: Language learning tasks for real-world
communication
3. 英米文化を背景とした英語教育
4. 動機づけ観点で英文法を考える

熊本学園大学

本講習は「現代ビジネスの風を読む」というテーマで、経営・流
城戸 善和（商学部准教授）
通・マーケティング・金融の幅広い領域において新しい理論・実態
【選択】現代ビジネスの風を読む
林 裕（商学部教授）
の状況を解説する。インターネットと流通・マーケティング、自動車
－経営・流通・マーケティング・金
吉村 純一（商学部教授）
製造企業の新しい環境や安全志向を基軸としたイノベーション
融の新しい動き－
吉川 勝広（商学部教授）
マーケティング、保険業界や会社法の改正による新しい動きなど
出家 健治（商学部教授）
を中心に行う。

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月7日

教諭

高等学校の商業
科教諭

6,000円

20人

平成30年5月17日～
平成30年6月17日

平30-30591505054号

096-364-5161(内 http://www.kumagaku.a
c.jp/
線1161)

熊本学園大学

「知識基盤社会の時代」と形容される現代において会計教育はど
うあるべきであろうか。知識基盤社会の特長については「知識を
利用する知識の必要性」が説かれてきた。商業科教育において
酒巻 政章（商学部教授）
【選択】会計環境の変容と会計教 も「簿記や会計の知識を活用する能力」の開発が求められよう。
小谷 学（商学部准教授）
育のあり方
本講習では、近年の会計制度改革の背景にある考え方を解説す
吉永 心一（商学部専任講師）
ると同時に、現代の経済・経営社会において「会計という知識」が
どのように利用されているかに焦点を当てて話を組み立ててみた
い。

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月1日

教諭

高等学校の商業
科教諭

6,000円

20人

平成30年5月17日～
平成30年6月17日

平30-30591505055号

096-364-5161(内 http://www.kumagaku.a
c.jp/
線1161)

熊本学園大学

子どもの運動能力の２極化・体力低下が叫ばれて久しい。
【選択】幼児期における運動遊び 誰もが比較的容易に取り組むことができる運動遊びやニュース
栗原 武志（社会福祉学部准教授）
の再考
ポーツを取り上げ、体を動かす楽しさや喜びを通して幼児期の運
動遊びのあり方について考察を深める。

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月1日

教諭

幼稚園教諭・保
育教諭

6,000円

36人

平成30年5月17日～
平成30年6月17日

平30-30591505056号

096-364-5161(内 http://www.kumagaku.a
c.jp/
線1161)

熊本学園大学

子どもの運動能力の２極化・体力低下が叫ばれて久しい。
【選択】幼児期における運動遊び 誰もが比較的容易に取り組むことができる運動遊びやニュース
栗原 武志（社会福祉学部准教授）
の再考
ポーツを取り上げ、体を動かす楽しさや喜びを通して幼児期の運
動遊びのあり方について考察を深める。

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭・保
育教諭

6,000円

36人

平成30年5月17日～
平成30年6月17日

平30-30591505057号

096-364-5161(内 http://www.kumagaku.a
c.jp/
線1161)

熊本学園大学

【選択】もう一度学ぶ造形の基礎

この講習では、紙と鉛筆を使って絵を描いてみます。絵はちょっ
と？という人のための講習です。生活の中で美しいものにふれた
伊東 浩一（社会福祉学部教授）
とき、それをどう表現するかということを、6時間のなかで絵を描き
ながら学んでゆきたいと思います。

熊本県熊本市

6時間 平成30年7月31日

教諭

幼稚園教諭・保
育教諭・特別支
援学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月17日～
平成30年6月17日

平30-30591505058号

096-364-5161(内 http://www.kumagaku.a
線1161)
c.jp/

熊本学園大学

【選択】もう一度学ぶ造形の基礎

この講習では、紙と鉛筆を使って絵を描いてみます。絵はちょっ
と？という人のための講習です。生活の中で美しいものにふれた
伊東 浩一（社会福祉学部教授）
とき、それをどう表現するかということを、6時間のなかで絵を描き
ながら学んでゆきたいと思います。

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼稚園教諭・保
育教諭・特別支
援学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月17日～
平成30年6月17日

平30-30591505059号

096-364-5161(内 http://www.kumagaku.a
線1161)
c.jp/

熊本学園大学

【選択】もう一度学ぶ造形の基礎

この講習では、紙と鉛筆を使って絵を描いてみます。絵はちょっ
と？という人のための講習です。生活の中で美しいものにふれた
伊東 浩一（社会福祉学部教授）
とき、それをどう表現するかということを、6時間のなかで絵を描き
ながら学んでゆきたいと思います。

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園教諭・保
育教諭・特別支
援学校教諭

6,000円

40人

平成30年5月17日～
平成30年6月17日

平30-30591505060号

096-364-5161(内 http://www.kumagaku.a
線1161)
c.jp/

九州ルーテル学
院大学

熊本県熊本市

ジョセフ・トウメイ（外国語学部教授）
クリスティー・プロヴェンザーノ（外国語学部専任
熊本県熊本市
講師）
向井 久美子（外国語学部教授）
林 日出男（外国語学部教授）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要
本格的な楽器（カホン）の制作を通して楽器の構造を理解し、演
奏や合奏を通して日頃の授業にフィードバックできる方法を考え
る。本講習は、音楽や造形、生活科など多領域に渡った講習内
容である。
１．カホン制作
２．カホンの歴史を知る。簡単な演奏方法
３．カホンを使用した非言語的コミュニケーション（ドラム・サーク
ル）

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園教諭・保
育教諭・小学校
教諭・特別支援
学校教諭

12,480円

30人

平成30年5月17日～
平成30年6月17日

平30-30591505061号

096-364-5161(内 http://www.kumagaku.a
線1161)
c.jp/

熊本学園大学

発声のしくみ、腹式呼吸について再確認し、無理が無く、且つ響
きを持った発声法を習得します。この事は、指導現場での喉の負
担を軽減する事にも効果があります。また、歌の発音、音楽的表
【選択】発声法の基礎と歌の楽し
現など理論を踏まえた実践でのスキルアップにより歌の楽しさを 河添 富士子（非常勤講師）
み
より深く味わう事を目指します。小編成での歌によるアンサンブル
も行い、ハーモニー作りや音楽的創造の過程を指導者自身が体
験することで豊かな音楽指導の向上をねらいます。

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭・保
育教諭・小学校
教諭・特別支援
学校教諭

6,000円

35人

平成30年5月17日～
平成30年6月17日

平30-30591505062号

096-364-5161(内 http://www.kumagaku.a
線1161)
c.jp/

熊本学園大学

発声のしくみ、腹式呼吸について再確認し、無理が無く、且つ響
きを持った発声法を習得します。この事は、指導現場での喉の負
担を軽減する事にも効果があります。また、歌の発音、音楽的表
【選択】発声法の基礎と歌の楽し
現など理論を踏まえた実践でのスキルアップにより歌の楽しさを 河添 富士子（非常勤講師）
み
より深く味わう事を目指します。小編成での歌によるアンサンブル
も行い、ハーモニー作りや音楽的創造の過程を指導者自身が体
験することで豊かな音楽指導の向上をねらいます。

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月28日

教諭

幼稚園教諭・保
育教諭・小学校
教諭・特別支援
学校教諭

6,000円

35人

平成30年5月17日～
平成30年6月17日

平30-30591505063号

096-364-5161(内 http://www.kumagaku.a
線1161)
c.jp/

【選択】国語の多面性を探る

本講習の前半では、中学・高校での授業で必ず取り上げる『平家
物語』の多面的理解と読み・諸本の面白さを踏まえ、古典の持つ
面白さと魅力を生徒に気付かせる手立ての一つを提唱する。後
半では、近年増加してきた外国人児童への日本語教育にまつわ
武田 昌憲（文化言語学部 教授）
る問題を検討し、長期的な日本語教育（日本語サポート）が必要
畠山 真一（文化言語学部 教授）
であることを述べる。また、バイリンガル教育からの知見に基づ
き、学習言語獲得の重要性について述べる。教授法に関しては、
初期段階においては、チーム・ティーチング、TPRの有効性を主
張したい。

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年8月20日

教諭

中学校・高等学
校国語教員

6,000円

30人

平成30年5月17日～
平成30年6月29日

平30-30593506456号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学

【選択】食育の現状と課題

栄養教諭は、学校給食の管理及び学校給食を生きた教材として
活用した効果的な指導を行うことを職務としている。学校給食を
生きた教材として活用するためには、栄養バランスがとれ安全安
心な給食でなくてはならない。そのために、日本人の食事摂取基
坂田 敦子（生活科学部 教授）
準（2015年版）策定の科学的根拠となっている栄養素の生体内
守田 真里子（生活科学部 教授）
における代謝と役割り、食物アレルギーなど免疫系が関与する疾
患とそのメカニズムについて学ぶ。また、栄養教諭の専門性を生
かした食育の在り方や地域のよさを生かした食育のコーディネー
ターとしての役割を再確認する。

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年8月21日

栄養教諭

栄養教諭

6,000円

15人

平成30年5月17日～
平成30年6月29日

平30-30593506457号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

平成音楽大学

改訂学習指導要領で、育成すべき資質・能力が示され、指導方
法の見直しが求められています。音楽科がすすめてきた「音楽の
美しさやよさを感じ取る力」「自分の思いや考えを伝える力」「共に
【選択】これからの音楽科授業の
学ぶ態度」の育成をめざした授業づくりをどう深め、高めていくか 岩山 惠美子（音楽学部教授）
あり方
が問われています。学習指導要領の変遷をひもとくとともに、表
現及び鑑賞の授業実践をもとにこれからの授業のあり方を考え
ていきます。

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

6,000円

30人

平成30年5月17日～
平成30年7月23日

平30-30595504478号

096-282-0506

http://www.heiseimusic.ac.jp/

平成音楽大学

近年、特別支援学級だけでなく通常学級にも軽度の障がい児は
みられる。教師がその児童、生徒の障がいをよく理解し、うまく対
応、支援できることは教育や指導の質の向上、学級経営にも関
【選択】障がい児の理解・音楽教
わってくる。また障がいを持たなくとも、学習能力、集中力、持続 村橋 和子（音楽学部准教授）
育に役立てる音楽療法の技法
力にばらつきがあるためクラス全体の活動が困難という場合に、
音楽療法の技法を基に教師が新しい取り組み方を考案できるよ
う、音楽療法的観点から考えてみたい。

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭、養護
教諭

6,000円

30人

平成30年5月17日～
平成30年7月23日

平30-30595504479号

096-282-0506

http://www.heiseimusic.ac.jp/

平成音楽大学

【わかりやすく教育現場ですぐに役立つ音楽表現法（作曲・編曲・
指揮）】
【選択】音楽最前線 魅力ある美
①簡単なメロディーの作り方、美しい伴奏のつけ方
しい音楽の世界～教育現場で役
②編曲「合唱曲（二部・三部・混声合唱）」「吹奏楽（合奏）」などク 出田 敬三（音楽学部教授）
に立つわかりやすい・やさしい作
ラシックから童謡・映画音楽、ポピュラーまで
曲・編曲・指揮法
③バトンテクニック、左手の使い方と効果、教育教材の合唱・合
奏曲を中心とした指揮及び音楽創り

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

6,000円

30人

平成30年5月17日～
平成30年7月23日

平30-30595504480号

096-282-0506

http://www.heiseimusic.ac.jp/

平成音楽大学

幼児期の教育は、人間形成の基盤づくりであり、そこでの育ちは
その後の小学校以降の教育に大きく影響する。しかしながら、幅
広く多様な課題を抱える幼児教育は、厳しい環境にあることも確
【選択】遊びから学ぶ豊かな幼児
かである。そこで、幼児教育の基本である「遊び」を通して再度そ 亀井 裕子（音楽学部教授）
期の育ち～そして小学校へ
の重要性を見直しながら、小学校へつなぐための幼児教育のあ
り方を探っていく。保育現場の悩みや課題を持ち寄り課題に応え
る援助を学び合う。

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、幼稚
園教諭免許を所
持する保育士

6,000円

30人

平成30年5月17日～
平成30年7月23日

平30-30595504481号

096-282-0506

http://www.heiseimusic.ac.jp/

本講習は、学習指導要領の小学校外国語活動を中心にして、中
鹿児島純心女子 【選択】小学校外国語活動を踏ま 学校英語との連携を図る方策について述べる。外国語活動の
影浦 攻（副学長・教授）
大学
えた中学校英語の課題と展望
ワークショップを体験し、今後の小中学校での指導のあり方につ 川上 典子（国際人間学部教授）
いて概説する。

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（英語）

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年6月29日

平30-30604506185号

0996-23-5311

http://www.kjunshin.ac.jp/jundai/

近年、食の多様化が著しく、それに伴い子ども達の食にまつわる
環境も変化しつつある。
鹿児島純心女子 【選択】児童生徒の栄養学（食教
本講習では、学童期、思春期の子どもの「食」の現状について知 今村 佳代子（看護栄養学部講師）
大学
育の実際）
り、実際に子ども達への食教育をどのように実施していけばよい
か考える。

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭（保健体
育）、教諭（家
庭）、養護教諭、
栄養教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年6月29日

平30-30604506186号

0996-23-5311

http://www.kjunshin.ac.jp/jundai/

熊本学園大学

【選択】音を作って楽しむ

尚絅大学

吉津 晶子（社会福祉学部准教授）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

教育現場において必要とされる文書作成・データ加工など一連の
手法・技術を習得し、活用していくことを目標とします。ワードの基
本操作（日本語入力）の出来る方が対象で、講習は例題形式をと
鹿児島純心女子 【選択】教育現場でのデータ処理
り必要な技術を解説しながら問題解決していきます。教材となる 洞田 勝博（国際人間学部教授）
大学
活用法Ａ
表作成や、いろいろな事例をもとに必要な関数（主にIF関数や
vlookup関数など）を利用したデータ作成の技術と活用法を学びま
す。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成30年8月7日

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭（小・中・
高）、養護教諭、
栄養教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年6月29日

平30-30604506187号

0996-23-5311

http://www.kjunshin.ac.jp/jundai/

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校・高等学
校教諭（社会及び
英語）

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年6月29日

平30-30604506188号

0996-23-5311

http://www.kjunshin.ac.jp/jundai/

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年6月29日

平30-30604506189号

0996-23-5311

http://www.kjunshin.ac.jp/jundai/

幼少期の健康を考えるうえで食に関する問題、例えば食物アレ
ルギーや生活習慣病などの食生活に起因する疾病が社会問題
化している現状を鑑みると、これらの疾病の成り立ちや原因物質
岩田 真一（看護栄養学部教授）
についての知識を深めることは重要となる。本講習では幼少期に
中野 隆之（看護栄養学部教授）
おける食品学観点より原因物質の種類や特徴について学ぶとと
もに、各種疾病の病因や病態についての知識を深めることによ
り、教育現場での指導に活用することを目的とする。

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭（保健体
育）、教諭（家
庭）、養護教諭、
栄養教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年6月29日

平30-30604506190号

0996-23-5311

http://www.kjunshin.ac.jp/jundai/

教育現場において必要とされる文書作成・データ加工など一連の
手法・技術を習得し、活用していくことを目標とします。ワードの基
本操作（日本語入力）の出来る方が対象で、講習は例題形式をと
鹿児島純心女子 【選択】教育現場でのデータ処理
り必要な技術を解説しながら問題解決していきます。教材となる 洞田 勝博（国際人間学部教授）
大学
活用法Ｂ
表作成や、いろいろな事例をもとに必要な関数（主にIF関数や
vlookup関数など）を利用したデータ作成の技術と活用法を学びま
す。

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭（小・中・
高）、養護教諭、
栄養教諭

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年6月29日

平30-30604506191号

0996-23-5311

http://www.kjunshin.ac.jp/jundai/

すべての教育活動の基盤に生徒指導が存在している。生徒指導
実践力は教師であり得るための不可欠な要素と言える。「生徒指
導で求められる教師の資質と技能」、「生徒指導実践力を高める
鹿児島純心女子 【選択】生徒指導実践と教師の在
研修の在り方」、「生徒指導の側面からの教科指導の課題」、「危 獅子目 博文（国際人間学部教授）
大学
り方
機管理の観点からの生徒指導」等を通して、教諭として、養護教
諭として、さらに栄養教諭として日常的に生徒指導を実践できる
力について考える。

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成30年8月9日

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭（小・中・
高）、養護教諭、
栄養教諭

6,000円

60人

平成30年5月7日～
平成30年6月29日

平30-30604506192号

0996-23-5311

http://www.kjunshin.ac.jp/jundai/

鹿児島純心女子
【選択】多文化共生論
大学

本講義は、主に北米社会を題材にして、多文化共生の実現のた
めには、異文化間相互の関係を史的に理解することが重要であ
ることを、北米史を辿りながら探求する。北米大陸に居住する多
広瀬 健一郎（国際人間学部准教授）
様な民族が、いかに接触し、共存を可能とする社会をいかに構築
しようとしてきたかを、先住民族、アフリカ系、中国系、日系の住
民等に焦点をあてながら論ずる。

算数・数学教育の新しい動向を踏まえ、「深い学び」の実現に向
けた授業について、解決すべき事象が児童にとっての問題となり
鹿児島純心女子 【選択】深い学びの実現に向けた
得ているのか、思考を促し視野を広げる学びが十分になされてい 島 立久（国際人間学部教授）
大学
算数科授業
るのかの視点から講義・演習を展開し、小集団による授業設計・
検討を行い報告書にまとめる。

鹿児島純心女子 【選択】児童生徒の栄養学（食と
大学
健康）

沖縄国際大学

【選択】フィールドで学ぶ沖縄の
歴史と文化

今帰仁グスクとその周辺を歩いて学習します。歴史遺産だけでな
く、伝統文化、自然、観光産業など地域には学習素材が綺羅星
宮城 弘樹（総合文化学部講師）
のごとく瞬いています。実際に歩き、歴史を体感することで、学習
を再構築することを目的とする。

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成30年7月28日

教諭

琉球の歴史・文
化に関心のある
小学校・中学校・
高等学校教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30610506854号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.jp

沖縄国際大学

【選択】フィールドで学ぶシマク
トゥバの文芸

琉球固有の言語であるシマクトゥバは、現在、消滅の危機にあり
ますが、同時に普及・継承活動もこのところ盛んになってきていま
す。琉球の先人たちは、これまでシマクトゥバによって、オモロ、
琉歌、組踊、民謡など、豊かな文学・芸能を生み出してきました。 西岡 敏（総合文化学部教授）
本講習では、沖縄国際大学周辺の文学史蹟を訪ね、シマクトゥバ
（琉球語）とシマクトゥバによる文芸について考えます（入場料等
の実費が必要となる場合あり）。

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成30年8月4日

教諭

琉球文化に関心
のあるすべての
学校教諭

7,000円

45人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30610506855号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.jp

沖縄国際大学

琉球・沖縄の芸能の歴史を概観し、琉球王国時代の王府芸能が
近代以降に古典芸能として生まれ変わったことを説明する。そし
【選択】沖縄の古典芸能と学校教 て、沖縄の古典芸能と学校教育について、「歌詞」「唱え及びその
狩俣 恵一（総合文化学部教授）
育
詞章」について解説し、音楽・所作・衣装・舞台環境について総合
的に考察する。また、本講座では、組踊役者をゲストスピーカーと
して招いて、所作等の実演を通して学ぶこととする。

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成30年8月5日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30610506856号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.jp

【選択】いまさら聞けない統計学

専門家ならずとも「統計学的に有意」という言葉はしばしば耳にす
るが、どういう意味だろうか。統計分析は、我が国では高校では
僅かしか触れられず、また専門書は精緻な数学で綴られている
ために敷居が高い。そこで本講義では、「絵を見て理解する・使っ 齋藤 星耕（経済学部准教授）
て慣れる」ことに主眼を置き、フリーソフトを用いて受講者自身が
簡単な統計分析を行えるように講義と演習を行う。演習では学業
成績の分析に加え、健康科学や食品科学のデータも扱う。

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成30年8月6日

教諭
教諭、養護教諭、
養護教諭
栄養教諭
栄養教諭

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30610506857号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.jp

【選択】英語音声実践トレーニン
グ

最近国内の英語教育においては、「話す、聞く」の学習に重点を
置き、音声による実践的なコミュニケーション能力の育成が重要
視されるようになってきた。本講座は国際音声記号などを使って
確実に英語の発音を矯正する方法を紹介し、英語指導能力及び 李 イニッド(総合文化学部教授）
コミュニケーション能力の向上を目指す。日本人にとって特に難し
いポイントを焦点にあてて英語音声を基礎からしっかり学び、正し
い発音、イントネーション、リズム感を修得する。

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成30年8月6日

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30610506858号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.jp

沖縄国際大学

沖縄国際大学
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教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語科教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

今日、カーナビやインターネットの普及により、グーグルマップな
どGPSあるいはGISが一般生活に広く普及してきている。この講
義では、GPSやGISの基礎的概念にふれたあと、｢地理院地図｣
【選択】地理情報システム(GIS)入
「地図太郎プラス」および「MANDARA」「グーグルアース」などの 小川 護（経済学部教授）
門
GISソフトを使って、地図や各種分布図の作成などのトレーニング
をおこなう。あわせて、ネット上で国土地理院や国土交通省など
の地図データを入手するための操作方法についてもふれる。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成30年8月8日

教諭

中学校教諭、高
等学校地理歴史
科・公民科・情報
科各教諭

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30610506859号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.jp

【選択】ゲームやパズルを通して
学ぶコンピュータの基本原理

ゲームやパズルを通してコンピュータの基本原理を楽しく学べる
方法を講習する．コンピュータの進歩はとても早いため「使い方」
を学んでもすぐに陳腐化してしまう．しかし，コンピュータの「基本
原理」はすぐには変わらないことから，この基本原理を学ぶことで
小渡 悟（産業情報学部准教授）
「時代が変わっても通用する力」を身につけることができる．
本講習ではコンピュータの専門家でなくてもゲームやパズルを通
して基本となる情報の表現方法，情報理論，アルゴリズムを修得
することを目指す．

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成30年8月8日

教諭

算数（数学）・理
科・技術の教員，
ならびに，IT教育
に関心のある教
員

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30610506860号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.jp

【選択】スクラッチで楽しく作る
ゲームプログラミング入門

世界的なプログラミング必修化の流れもあり，国内でも義務教
育段階からのプログラミング教育の導入が検討されている．近
年，小学校低学年でもアイコンを組み合わせることで簡単にプロ
グラムを作成できるシステムが増えてきている．
小渡 悟（産業情報学部准教授）
本講習では一般の生徒らが教養として楽しめるプログラムの作
成方法について学ぶ．具体的にはプログラム言語「Scratch（スク
ラッチ）」を用い，ゲーム制作を通してプログラムの基本処理（順
次・反復・分岐）について修得することを目指す．

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学生のプログ
ラミング教育，IT
教育に関心のあ
る教員

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30610506861号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.jp

沖縄国際大学

【選択】フィールドで学ぶ沖縄の
地理空間

社会科・地理教育における課題の一つとして、生徒が実際の地
理的空間に展開されている事象と、教科書や地図帳に記載され
ている事象とを関連させて、「思考」を深めることができないことが
挙げられる。それを克服する方法として、地理教育では古くから
崎浜 靖（経済学部教授）
野外学習（巡検）を実施してきた。本講習では、地形図・空中写真
などの地理的技能の習得を基本に据えて、宜野湾市の巡検にお
いて上記の課題を検討したい。※午後からは、宜野湾市内のバ
ス巡検を実施する。

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭、中
学校の社会科教
諭、高等学校の
地理歴史科教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30610506862号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.jp

沖縄国際大学

沖縄経済は、基地（Kiti)、公共事業（Koukyoujigyou)、観光
（Kankou)の３K依存経済と呼ばれきました。いまも県民も含め全
国的には「米軍基地依存経済」との認識が強く、「米軍基地撤退
【選択】沖縄経済の現状と課題（３ で沖縄経済は破綻」との風説がまかり通ります。実際はどうでしょ
前泊 博盛（経済学部教授）
うか。経済は数字が基本です。教育の現場で、子供たちにどのよ
K依存と新１０K経済分析）
うな事実を伝えられるか。沖縄経済の実態を数字で検証しなが
ら、現状と課題、そして新たなうねりをみせる沖縄経済の「新１０K
経済」の展望について、実証・検証を試みます。

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成30年8月13日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

7,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30610506863号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.jp

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

7,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30610506864号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.jp

沖縄国際大学

沖縄国際大学

沖縄国際大学

沖縄国際大学

【選択】教育裁判例を読む

本講習の目的は、よりよい教育環境のために必要なことを考察
することです。主要な教育裁判例を読み、責任の所在を各ケース
ごとに検討します。もちろん、法的な責任と教育上の責任は完全
には一致しません。そのため、法的な責任を知ることが、直接教 安原 陽平（総合文化学部講師）
育上の責任を知ることになるとは言えません。しかし、法的な責
任を知ることによって、よりよい教育環境のために果たすべき教
育上の責任は何かを考えることは可能です。

青森明の星短期 【選択】教育カウンセリング研修
大学
講座

進藤 将敏（子ども福祉未来学科専任講師）
佐藤 康子（青森明の星短期大学非常勤講師）
児童生徒の発達途上における諸問題、教師間及び家庭・地域社
大友 秀人（北海商科大学教授）
会との協働・連携、保護者支援等今日的な教育課題について適
岡田 弘（東京聖栄大学教授）
青森県青森市
切に対応するための専門的な知識や技能を取り扱う。またその
諸富 祥彦（明治大学教授）
課程で教職についての自己省察を図る。
相良 陽一郎（千葉商科大学教授）
原沢 康明（聖徳大学教授）

18時間

平成30年7月28日～
平成30年7月30日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

30,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016506367号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期 【選択】教育カウンセリング専門
大学
講座

学校を巡る近年の状況変化や学習指導要領の改定の動向等、
大友 秀人（北海商科大学教授）
教員としての子供観、教育観等を概観し、児童・生徒が発達途上
鹿嶋 真弓（高知大学准教授）
に経験する適応・学業・進路に関わる諸問題に適切に対応できる
中野 武房（函館大谷短期大学客員教授）
実践的な知識及び技能を習得する。

18時間

平成30年10月6日～
平成30年10月8日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

30,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016506368号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

青森県青森市

児童生徒に確かな学力を身につけさせるため、基礎的・基本的な
学習指導技術の習熟及び学習指導の今日的な課題解明を目的 熊谷 せい子（青森明の星中学・高等学校副校
青森明の星短期 【選択】教員の資質向上と授業改
とした講義及び演習を行う。
長）佐藤 康子（青森明の星短期大学非常勤講 青森県青森市
大学
善Ａ
１．言語活動と学習指導
師）
２．アクティブラーニングと子どもの学び方

6時間 平成30年8月6日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016506369号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

児童生徒に確かな学力を身につけさせるため、基礎的・基本的な
学習指導技術の習熟及び学習指導の今日的な課題解明を目的
青森明の星短期 【選択】教員の資質向上と授業改
伴 孝文（青森市立南中学校校長）
とした講義及び演習を行う。
大学
善Ｂ
工藤 裕司（青森市教育委員会事務局理事）
１．社会の変化を踏まえた生徒指導
２．学校、家庭、地域社会の連携・協働

青森県青森市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016506370号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

児童生徒に確かな学力を身につけさせるため、基礎的・基本的な
学習指導技術の習熟及び学習指導の今日的な課題解明を目的 須藤 隆文（青森市立沖館小学校校長）
青森明の星短期 【選択】教員の資質向上と授業改
とした講義及び演習を行う。
相馬 克典（青森市教育委員会指導課主査兼
大学
善Ｃ
１．通常学級における特別支援教育
指導主事）
２．「特別な教科道徳」とその指導

青森県青森市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016506371号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

238 / 271 ページ

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名
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認定番号
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ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

6時間 平成30年9月17日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016506372号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

青森県青森市

6時間 平成30年9月17日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016506373号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

青森県青森市

6時間 平成30年11月4日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016506374号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
【選択】保育実践講座Ｂ
大学

保育内容の指導、及び幼児理解の方法を講じます。講義、演習、
実技を通して保育実践における様々なスキルの専門性のステッ
木村 博子（青森明の星短期大学非常勤講師）
プアップをはかります。
青森県青森市
１．手遊び・指遊びの教材研究と実践／楽しいレクリエーションを 髙橋 多恵子（子ども福祉未来学科専任講師）
実践
２．気になる子どもの支援について考える

6時間 平成30年10月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016506375号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
【選択】保育実践講座Ｃ
大学

保育内容の指導、及び幼児理解の方法を講じます。講義、演習、
実技を通して保育実践における様々なスキルの専門性のステッ
佐藤 康子（青森明の星短期大学非常勤講師）
青森県青森市
プアップをはかります。
進藤 将敏（子ども福祉未来学科専任講師）
１．幼小連携の実際
２．発達心理学から保育・教育を見直す

6時間 平成30年10月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016506376号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
【選択】小学校英語講座
大学

小学校における英語必修化を踏まえ、より効果的な授業を展開
するための理論と実践を講じます。
坂本 明裕（子ども福祉未来学科教授）
第二言語習得理論の理解、また文科省発刊の「Ｈｉ，ｆｒｉｅｎｄｓ！
福士 洋子（子ども福祉未来学科教授）
１，２」の教育内容を視野に入れた教材研究および指導法を学
成田 惠子（子ども福祉未来学科教授）
び、ワークショップ方式でそれらの指導法を取り入れた英語活動
を体験します。

青森県青森市

青森明の星短期
【選択】保育実践講座Ａ
大学

保育内容の指導、及び幼児理解の方法を講じます。講義、演習、
実技を通して保育実践における様々なスキルの専門性のステッ 木戸 永二（子ども福祉未来学科専任講師）
伊藤 由香子（青森明の星短期大学非常勤講
プアップをはかります。
師）
１．造形活動～知識と実践～
２．リトミックであそびを作ろう

青森明の星短期
【選択】保育実践講座Ａ
大学

保育内容の指導、及び幼児理解の方法を講じます。講義、演習、
実技を通して保育実践における様々なスキルの専門性のステッ
木戸 永二（子ども福祉未来学科専任講師）
プアップをはかります。
笹森 誠（子ども福祉未来学科教授）
１．造形活動～知識と実践～
２．リトミックであそびを作ろう

日本の学校教育において、近年、「いのちの教育」を導入する動
きがあるが、その原理的な部分については未検討なケースが多
【選択】学校教育における「いの
い。本講習では、実際に「いのちの教育」を行うときに、教師がど
青森中央短期大
清多 英羽（幼児保育学科 准教授）
ちの教育」の原理的なあり方につ
のような理論、理屈に依拠して具体的な指導を組み立てるのかと
学
いて
いう、原理的な説明を試みる。具体的な授業の行い方等の実践
的な内容は扱わず、教育理論の部分を重点的に講義する。

青森県青森市

6時間 平成30年8月6日

教諭
養護教諭

幼稚園教諭・養
護教諭・小中高
等学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月20日

平30-35017506577号

017-728-0121

http://www.chutan.ac.j
p

幼児期における食育の充実が求められている。
本講習では、幼児期の食生活の実態、食生活上の問題と対応、
青森中央短期大 【選択】幼児期における食育の実 幼児期の食育のねらいと内容、食育指導計画の作成、食育実践
木村 亜希子（食物栄養学科 講師）
事例の紹介について講義を行う。
学
際
また、講義の内容を踏まえて、食育指導計画案の作成を演習形
式で行う。

青森県青森市

6時間 平成30年8月7日

教諭
栄養教諭

栄養教諭・幼稚
園教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年7月20日

平30-35017506578号

017-728-0121

http://www.chutan.ac.j
p

食物アレルギーを有する子どもが近年増加している。それらの子
どもを受け入れるためには施設の設備や食物アレルギーに対す
る知識に加えて、原因食物除去の方法、誤食誤飲事故の防止、
青森中央短期大 【選択】食物アレルギーへの対応
もしもの時の対応など、実践的なスキルも必要とされる。
棟方 秀和（食物栄養学科 教授）
学
に向けて
本講習では、食物アレルギーの子どもを受け入れるときに必要と
される、食物アレルギーの基礎知識、もしもの時の基本的な対応
の方法、原因食物除去の実際について学ぶ。

青森県青森市

6時間 平成30年8月8日

教諭
栄養教諭

栄養教諭・幼稚
園教諭・小中学
校教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年7月20日

平30-35017506579号

017-728-0121

http://www.chutan.ac.j
p

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭

23,000円

130人

平成30年5月14日～
平成30年5月18日

平30-35039506288号

029-298-0596

http://www.taisei.ac.jp/
jp/iwjc/index.html

本学園の功労者で日本の幼稚教諭第1号であった豊田芙雄の子
ども・教育・道徳観について学ぶ。スクールコンプライアンについ
て再認識する。クラスだより、園だよりを通して保護者との関わり
茨城女子短期大 【選択】幼児教育の充実に関する
方を学ぶ。 絵画工作での造形遊びや、楽器遊び、体を動かすな
学
課題
どの実践を通して表現方法を理解し、幼児とのコミュニケーション
方法を深める。子ども虐待についての発見方法、背景、対処法に
ついて具体的事例を材料にして考える。

佐藤 豊（保育科教授、副学長）
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）
馬立 明美（保育科専任講師）
富田 浩子（保育科専任講師）
国府田 はるか（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）
小口 恵巳子（保育科専任講師）
小野 孝尚（表現文化学科教授、学長）
内桶 真二（表現文化学科教授、科長）
塙 雅文（表現文化学科准教授）
小松崎 浩司（表現文化学科専任講師）

・ 社会の中で子育て環境と労働環境の融和を考察する今日的課
題。
・ 幼児期の発達の特徴とその連続性を理解し、子どもの最善の
利益の視点から乳幼児期にふさわしい教育を考察する。
森 静子（こども学科教授）
・ 環境を通して行う教育、あるいは遊びを中心にすることから、幼
児期の特性に応じた教育の実現を図るための教師の役割を明確
にする。特に、カウンセリングマインドを生かした教師の援助のあ
り方を考察する。

関東短期大学

【選択】幼児の理解と対応

関東短期大学

「音楽教育とはなにか」をテーマに、現場で活用できる音楽遊び
や、子どもと一緒に取り組める音楽活動について、実技演習を含
【選択】ピアノと一緒に音楽あそび みながら考察します。とりわけ、多くの教育現場で置かれている 吉田 めぐ（こども学科講師）
「ピアノ」を中心に、どのような取り入れ方や活用方法があるか、
実践研究を行います。

茨城県那珂市

18時間

平成30年8月22日～
平成30年8月24日

群馬県館林市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

100人

平成30年5月21日～
平成30年5月25日

平30-35049506943号

0276-74-1212

http://www.kantogakuen.ac.jp/junir/grad
uate/koushin.htm

群馬県館林市

6時間 平成30年8月4日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

80人

平成30年5月21日～
平成30年5月25日

平30-35049506944号

0276-74-1212

http://www.kantogakuen.ac.jp/junir/grad
uate/koushin.htm
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6時間 平成30年8月4日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

40人

平成30年5月21日～
平成30年5月25日

平30-35049506945号

0276-74-1212

http://www.kantogakuen.ac.jp/junir/grad
uate/koushin.htm

群馬県館林市

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

100人

平成30年5月21日～
平成30年5月25日

平30-35049506946号

0276-74-1212

http://www.kantogakuen.ac.jp/junir/grad
uate/koushin.htm

発達障がいをもつ子どもの障害特性の理解、本人支援の基本、
親支援の在り方等について講義を行う。その後、グループに分か
れ体験学習を行い、発達障がいをもつ子どもの心情理解を深め
【選択】発達障がい児の理解と対
た上で、実際に教育現場で出来る工夫や対応策などを討議し発 布施 由起（こども学科准教授）
応
表していただく。
後半まとめの講義を行い、教育現場での支援の在り方を振り返
る。

群馬県館林市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

100人

平成30年5月21日～
平成30年5月25日

平30-35049506947号

0276-74-1212

http://www.kantogakuen.ac.jp/junir/grad
uate/koushin.htm

新島学園短期大
【選択】和太鼓実技講座
学

伝統楽器である和太鼓は難しいものと思われがちであるが、単
調なリズムも振りや掛け声１つで大きく変わる、正に全身で楽し
めるものになっている。この講座を通して、和太鼓実技や楽曲を
作る楽しみを学ぶ。

群馬県高崎市

6時間 平成30年8月15日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

34人

平成30年5月15日～
平成30年5月31日

平30-35054504934号

027-326-1155

https://www.niitan.jp/

新島学園短期大
【選択】ピアノ伴奏実技講座
学

課題曲(虫の声）または受講者の希望曲により、子どもの歌・歌曲
などのピアノ伴奏技術の向上と豊かな表現力を身につけることを
目指す。読譜、テンポの設定、強弱や音色による表現法について 澤田 まゆみ（コミュニティ子ども学科准教授）
学び、簡易伴奏法やコード奏、編曲についても受講者の希望に
応じてとり入れる。

群馬県高崎市

6時間 平成30年8月20日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

16人

平成30年5月15日～
平成30年5月31日

平30-35054504935号

027-326-1155

https://www.niitan.jp/

就学後のいじめや不登校などの子どもたちの抱える問題を未然
に防ぐために、できるだけ早期から対応することが求められるよう
新島学園短期大 【選択】子どものうちに身につけた になってきた。すべてのいじめや不登校に適用することは難しい
小菅 ゆみ（コミュニティ子ども学科専任講師）
が、自分の思いを自分のことばや態度で表明できる力を養うこと
学
い自己表現
は困難を生き抜く力につながる。具体的な事例を取り上げ、ロー
ルプレイをふんだんに交え、実践的に学びを進めていく。

群馬県高崎市

6時間 平成30年8月20日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

25人

平成30年5月15日～
平成30年5月31日

平30-35054504936号

027-326-1155

https://www.niitan.jp/

講習の概要

担当講師

講習の開催地

関東短期大学

子どものアイデア次第で、面白さが広がる製作あそび等を、教育
者として幼児・児童と一緒に遊びを楽しむことが、子どもの心の育
【選択】幼児の感性を育む製作遊 ちには重要だと思います。身近にある素材（ストローやトイレット
中山 初枝（こども学科准教授）
び
ペーパーの芯）を使い、「自分なりの表現で楽しむ」という表現の
多様性とその魅力を実践を通して学び、より良い活動の在り方、
援助や指導について考えます。

群馬県館林市

関東短期大学

現在日本社会をとりまく言語使用状況はさまざまに多様であり、
このような状況において文化的・社会的・身体的な多様性を考慮
【選択】さまざまな背景をもつこど
した言葉の学びの支援について考えていく必要があるものと思わ 中野 真樹（こども学科講師）
もの言葉の学びの支援
れる。本講習ではこどもとその保護者に対する言葉の学びの支
援を紹介し、その課題について考えていきたい。

関東短期大学

福島 秀起（コミュニティ子ども学科教授）

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

新島学園短期大
【選択】キリスト教保育
学

約2000年前に書かれた聖書を基本とするキリスト教保育とは何
か。私たちは、これからの社会の担い手の子ども達に何を伝えて
いけば良いのか。子どもが人、自然、社会を敬愛し、慈しみ尊重
し、社会に貢献する人として育つことを願う私たちだが、聖書の中 渡邊 哲也（コミュニティ子ども学科教授）
からそのヒントになる事を一緒に発見し、将来にわたって持続可
能な社会を構築する担い手を育む教育「キリスト教保育」につい
て共に学ぶ。

群馬県高崎市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

15人

平成30年5月15日～
平成30年5月31日

平30-35054504937号

027-326-1155

https://www.niitan.jp/

新島学園短期大 【選択】子どもの言葉を育てる保
学
育

子どもの言葉の発達を整理し、幼稚園教育の基本である「遊びに
よる総合的な指導」から言葉の発達と遊びの関係について学ぶ。
また、言葉に関する事例や言葉遊び等の実践、絵本や紙芝居を
八幡 眞由美（コミュニティ子ども学科准教授）
用いたグループ活動を実施することにより、保育現場で求められ
る援助や技術について理解し、今後の保育に活かすにはどうす
ればよいのかを考える。

群馬県高崎市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年5月15日～
平成30年5月31日

平30-35054504938号

027-326-1155

https://www.niitan.jp/

子どもは成人に比べて筋力や骨の発達が未熟なだけでなく、筋
肉よりも骨の成長が早いなど、ケガをする危険性が極めて高い。
また、スポーツ指導のみならず、保育・教育現場においても、「ケ
新島学園短期大 【選択】運動（スポーツ）外傷の対
ガ（外傷）」の対応は日常的に起こりうる。運動（スポーツ）、遊び 清水 洋生（コミュニティ子ども学科専任講師）
学
応と器械運動の指導
の最中に生じた外傷への救急処置について取り上げる。さらに、
現場からの要望が高い、器械運動の指導「マット運動指導の留
意点」について実技形式で行う。

群馬県高崎市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

20人

平成30年5月15日～
平成30年5月31日

平30-35054504939号

027-326-1155

https://www.niitan.jp/

群馬県高崎市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人

平成30年5月15日～
平成30年5月31日

平30-35054504940号

027-326-1155

https://www.niitan.jp/

群馬県高崎市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月15日～
平成30年5月31日

平30-35054504941号

027-326-1155

https://www.niitan.jp/

新島学園短期大
【選択】幼児の造形表現
学

講義及び実技・製作を実施し、子どもの造形表現の意義や役割、
特徴についての理解を深め、造形表現で使用する素材や道具に
ついての理解も深める。造形表現活動を援助するための技能を 櫻井 剛（コミュニティ子ども学科准教授）
確認し、子どもの感性を豊かに育む造形表現についての理解を
目指す。

小学校学習指導要領の改訂に対応する、国語科教材研究につ
新島学園短期大 【選択】国語科教材研究－論理的 いて考察する。論理的思考力を育てるための指導事例や指導法 増田 泉（東京都世田谷区立砧南小学校指導
学
文章の読み方・書き方－
について示す。特に、論理的文章を「読む」を「書く」につなげる学 教諭）
習について考察し、授業改善が図れるようにする。

【選択】特別活動としてのレクリ
武蔵丘短期大学
エーションゲーム

この講習は、指導要領に示されている特別活動の『望ましい集団
活動』を中心にすすめる。特に学級活動の場面において、児童生
徒に対して集団や社会の一員としての個人について考えさせる
福島 邦男（健康生活学科教授）
ための教材として、レクリエーションゲームに代表される課題解決
ゲームを取り上げる。ゲームを実際に体験することをとおして、日
常の教育実践で簡易に実施できる方法を検討する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭向
け

6,000円

100人

平成30年4月23日～
平成30年4月27日

平30-35066506865号

0493-54-5101

http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学 【選択】陸上競技

本講習は、陸上競技の基本的な技能の習得を目指すための指
導方法を扱う。具体的には、陸上競技の走・跳・投における安全
性に配慮した効果的な練習法・審判法を解説する。午前は主に
講義および実技形式とし、午後は実技およびグループディスカッ
ションを行う。小学校・中学校・高等学校での陸上競技の指導に
資する教授法を検討する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育教諭向
け

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年4月27日

平30-35066506866号

0493-54-5101

http://www.musashigao
ka.ac.jp

辻 将也（健康生活学科講師）
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スポーツや日常生活における身体的パフォーマンスの改善に
は、基礎的な身体能力（筋力・筋持久力・瞬発力・持久力・敏捷
性・平衡性・柔軟性）の向上や改善、すなわちコンディショニング
荒川 崇（健康生活学科准教授）
【選択】ストレングス＆コンディショ
が重要である。中でも、パフォーマンス向上と健康・体力の維持・
武蔵丘短期大学
辻 将也（健康生活学科講師）
ニング
増進には筋力（ストレングス）の重要性は大きいとされている。本
講習では、講義および実技形式とし、ストレングス＆コンディショ
ニングの基礎的な知識と技能の習得を図る。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭向
け

6,000円

60人

平成30年4月23日～
平成30年4月27日

平30-35066506867号

0493-54-5101

http://www.musashigao
ka.ac.jp

この講習では、子どもの哲学(P4C)を体験することによって、教師
と生徒、生徒と生徒の関係づくりを改めて考えます。本講座での
子どもの哲学では、答えが一つではない問いを、参加者が円座
【選択】対話で考える・対話を考え
になり共に探究していきます。哲学の知識は必要ありません。自 田中 直美（健康生活学科講師）
武蔵丘短期大学
る～子どもの哲学を通して～
分の頭で考え、自分の経験を振り返りながら対話を行っていきま
す。対話を行った後に、いくつかの対話理論を用いながら、再度、
教師と生徒、生徒と生徒の関係づくりを見直していきます。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭向
け

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年4月27日

平30-35066506868号

0493-54-5101

http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学 【選択】食教育を考える

本講習では学校教育の中での児童・生徒への食教育について検
討する。児童・生徒が健康で心豊かに生活するためには食教育
を他方から考察することはきわめて重要なことと考えられる。「栄
養」「食習慣」「食行動」などの諸要因を総合的にとらえ児童・生徒 小板 由美子（健康生活学科講師）
の健康・成長・発育の糧となるよう検討していく。また、教育現場
において体験的・実践的な食行動が身につくよう環境整備などに
ついても考えていきたい。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成30年8月9日

教諭
栄養教諭

小学校・中学校
教諭・栄養教諭
向け

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年4月27日

平30-35066506869号

0493-54-5101

http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学 【選択】ゴルフ

本講習では、ゴルフの基本的技術の習得を目指すための指導方
法を扱う。特にゴルフで使用する道具の正しい使用方法に重点を
おき、午前中は講義形式で検討する。具体的には正しいスイング
川合 武司（学長、健康生活学科教授）
をするにはどんな点に注意すればよいかを映像を交えて解説す
長島 洋介（健康生活学科講師）
る。その後、受講者間でグループディスカッションを行う。午後は、
江原 清浩（健康生活学科非常勤講師）
本学ゴルフ練習場にて実技形式によって、種々の練習法を実体
験し、中高の保健体育の授業および部活動での指導に資する教
授法を検討する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成30年8月9日

教諭

中学校・高等学
校保健体育教諭
向け

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年4月27日

平30-35066506870号

0493-54-5101

http://www.musashigao
ka.ac.jp

本講習では児童・生徒に対する以下の事柄について考える。
① 過栄養・低栄養の問題、② その他の健康問題、③ 熱中症の
問題、④ スポーツと栄養を同時に捉える意義、子どもの食生活・
長島 洋介（健康生活学科講師）
運動に関する最新情報、⑤ 食育活動事例の紹介
また、グループワークや演習を行いながら、食育についての理解
を深めることで、教育現場での応用を検討する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成30年8月10日

教諭
栄養教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭・
栄養教諭向け

6,000円

90人

平成30年4月23日～
平成30年4月27日

平30-35066506871号

0493-54-5101

http://www.musashigao
ka.ac.jp

本講習では、バレーボールの基本的技術の習得を目指すための
指導方法を扱う。本学体育館にて実技形式によって、種々の練
川合 武司（学長、健康生活学科教授）
習法を実体験し、中高の保健体育の授業での指導に資する教授
杉山 仁志（健康生活学科教授）
法を検討する。午後は、教室において講義形式で行う。特にバ
佐藤 亮輔（健康生活学科准教授）
レーボールの中のスパイクに重点をおき、パワーポイントを活用
し解説する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成30年8月10日

教諭

中学校・高等学
校保健体育教諭
向け

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年4月27日

平30-35066506872号

0493-54-5101

http://www.musashigao
ka.ac.jp

文部科学省より《特色ある大学教育支援プログラム》として選定さ
れた「こども造形教室」にて新しく開発した造形題材を中心に、学
習指導に直結する教材研究・開発のあり方について実技演習を
千葉経済大学短 【選択】創造力を育む造形教材の
三好 理夫（准教授）
通し深める。内容は,幼児・児童が個々の造形のカを発揮して楽し
期大学部
研究と開発
篠田 哲也（非常勤講師）
く活動できるよう、1）季節感、2）伝承的な造形、3）構成的・機構
的な面白さ、4）材料の可能性の追求などに留意して、主として工
作表現分野の独自な題材で構成していく。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

28人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074504535号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

文部科学省より《特色ある大学教育支援プログラム》として選定さ
れた「こども造形教室」にて新しく開発した造形題材を中心に、学
習指導に直結する教材研究・開発のあり方について実技演習を
千葉経済大学短 【選択】創造力を育む造形教材の
三好 理夫（准教授）
通し深める。内容は,幼児・児童が個々の造形のカを発揮して楽し
期大学部
研究と開発
篠田 哲也（非常勤講師）
く活動できるよう、1）季節感、2）伝承的な造形、3）構成的・機構
的な面白さ、4）材料の可能性の追求などに留意して、主として工
作表現分野の独自な題材で構成していく。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

28人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074504536号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

「学ぶ」といういとなみは、本然的に能動性をはらんでいとなまれ
る。「知識の一方向的な伝達」を超える「教える」があって、アク
【選択】アクティブ・ラーニングはア ティブ・ラーニングに実が結ばれる。グループワークといった学習
千葉経済大学短
クティブ・ティーチングによって生 形態を導入すれば、学びの質が能動的に高まるものではない。 佐久間 勝彦（教授）
期大学部
まれる
本講習では、当今のアクティブ・ラーニングという課題に、国語・
社会・総合等での具体的な事例に即し、また実際にミニ授業を体
験することによって向き合い、思索を深める。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月7日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074504537号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

授業の中で子どもたちの意欲を引き出し、その教材の中心を逸
れずにその時間のめあてを達成するためには、子どもの疑問・考
え・つぶやき・意見への「対応力」が必要となる。この「対応力」
千葉経済大学短 【選択】子どもへの対応力を身に を、①「対応の理論」と②「演習」を通して身につける。そのための
塚本 幸男（非常勤講師）
期大学部
つける体験学習
（１）教材解釈の仕方、（２）問いと発問の展開方法、（３）子どもた
ちの意見への解釈力、（４）授業展開の構想、（５）子どもの開放
場所、といった授業を構成していく要素について考えを深め、授
業への「対応力」を身につける。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月8日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

40人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074504538号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

武蔵丘短期大学

【選択】子ども達の食を通じた健
康づくり

武蔵丘短期大学 【選択】バレーボール
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新学習指導要領の目指す生きる力と人間性の育成を如何に具
体的に推し進めるかが問題であるが、これはすでに昭和30年代
40年代の斎藤喜博の実践の中にある。本講習ではこれらの観点
千葉経済大学短 【選択】現代に活きる斎藤喜博教 から、日々の授業の中でいかに子どもたちを分裂させることなく
大沼 徹（教授）
期大学部
授学― その概要と教材解釈体験 統合的に成長させていくか、これまでの斎藤喜博教授学の研究
の成果を活かしその概要を解説するとともに、その実践の基盤に
ある教材解釈を国語・算数を例として、斎藤喜博に直接指導を受
けたゲストスピーカーの指導のもとに体験してもらう。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭（国語・算
数・数学・理科）

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074504539号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

小学校国語科における「伝統的言語文化の教育」の導入に鑑
み、小学校教育における「古典」の取り扱いについて検討する。
千葉経済大学短 【選択】小学校国語科における古 小学校教員の科目の専門性は多様であることをふまえ、古典と 髙野 浩（准教授）
いう概念、古典教育の歴史的課題といった基底となる事項から、 栗山 元子（非常勤講師）
期大学部
典教育とその周辺
言語文化、教材研究などの面まで多角的に問題をとらえていきた
い。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074504540号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

オペレッタを基盤とした総合表現は、斎藤喜博の開発した独特の
表現教育活動である。これは単に表現の技術向上を目指すもの
でなく、子どもの全体存在における可能性の解放を目指すもの
千葉経済大学短 【選択】子どもの可能性を解放す
で、様々な教育的効果が期待できるものである。本講習では、こ 小池 順子（非常勤講師）
期大学部
る総合表現指導法
の表現活動の教育的意義及び指導の要点の概説、成果の提
示、及び総合表現「利根川」を教材としこれを体験しながらその指
導法の初歩を学ぶ。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月10日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074504541号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074504542号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074504543号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074504544号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

４つのテーマで食育について現代の観点から考察する(講義）。①
子どもたちの食生活の現状を捉え、健全で豊かな食生活のため
の食育の活動を考える。その一環として、②幼児の野菜栽培、収
千葉経済大学短
穫の喜び体験を通して、食への関心を高める実践を考える。ま
中島 千恵子（教授）
【選択】食育の現代的課題と実践
期大学部
た、③現代の子どもの食事スタイルと行動の実態を把握し、主体 横山 洋子（教授）
的に楽しく取り組める食事マナーについて考え、最後に、④大型
絵本やエプロンシアター等の視覚的教材を使って楽しく子どもた
ちに伝える方法や、食への関心を深める遊びについて考える。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074504545号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

ピアノに対する苦手意識は、教諭の音楽指導に消極的な態度を
醸成してしまう。本講習においては、電子ピアノを一人に一台配
し、純粋な演奏法ではなく、ピアノを音楽指導に役立てるツールと
千葉経済大学短 【選択】ピアノ簡易奏法―ピアノの
して、小学校の共通教材や幼児向け歌曲を簡易に奏する技術と 高木 誠（教授）
期大学部
苦手な先生のために
編曲法を学ぶ。楽譜通りに弾くのではなく、教諭の資質に応じて
楽譜内容を簡易化し、ピアノという便利な楽器を音楽指導に活用
できるようにすることが目的である。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

20人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074504546号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

千葉経済大学短 【選択】家庭・地域における教育
期大学部
の支援と子ども理解

幼稚園の果たすべき役割として、新たに家庭及び地域における
幼児期の教育支援が加えられた。この支援に係る最新の知識・
理解について、4つの観点から講義する。①障害のある子どもの
ケアの問題をバリアフリーという観点から考察し、障害とバリアフ
柏木 恭典（准教授）
リーの関連を明らかする。②離婚家庭の子どもに特有の問題を
波多野 名奈（講師）
示し、必要な援助を具体的に考究する。③乳幼児期の遊び・対人
関係を概観し、家庭への要望と援助について考える。④保育をめ
ぐる制度・施策が変化著しい近年、子どもの育ちを支える主体と、
期待される連携について検討する。

絵本の読み伝えは、幼稚園教育において欠かすことのできない
教育内容のひとつである。しかし、教師の扱い方ひとつで、楽しく
充実した内容にもなれば、「つまらない絵本だった」で終わること 横山 洋子（教授）
千葉経済大学短
【選択】絵本の読み伝えと活用法
もある。本講座では、効果的な活用法を中心に、子どもたちの学 わたなべ めぐみ（非常勤講師）
期大学部
びがより一層深まるような実践のあり方を考えていく。また、童話
作家によるお話作りのノウハウを伝授する。

千葉経済大学短
【選択】リトミック指導法の基礎
期大学部

音楽の基本能力を伸ばすとともに知的なものも含め幅広く豊かな
人間性の基礎を育むリトミックについて、その原理や基本につい
て理論的に理解を深め、またその初歩を体験する。そして、幼児 太田 有紀子（非常勤講師）
教育における表現領域の学習活動に取り入れることが可能とな
るように、実践的に学ぶ。（講義・演習・実技）

有明教育芸術短 【選択】子どもの想像力・感性を
期大学
育む表現活動をどう展開するか

子どもの想像力や感性を育む表現活動の展開をテーマに、体験
的な学びの機会を提供します。第1部では、劇表現・コミュニケー
ションをテーマとした参加者自身が声や身体を使ウォームアップ 山本 直樹（子ども教育学科准教授）
活動を行います。第2部では、劇遊びに焦点を当て実践映像の視
聴も交えて、グループでの模擬的な展開を行います。

東京都江東区

6時間 平成30年7月31日

教諭

幼稚園、小学校、
中学校の教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-35080506599号

03-5579-6211

http://www.ariake.ac.jp

有明教育芸術短 【選択】子どもの健やかな育ちを
期大学
考える

（午前）『生活そのものを教育へ』という視点から、中枢神経系の
発達や原始反射の統合に注目し、子どもの健全な育ちを保障し
ていくために有効な身体アプローチについて、理論と実技を通し
て理解を深める。
菊地 大介（子ども教育学科講師）
（午後）子どもの発達や特性を踏まえながら、子どもたちが安心・
岩本 圭子（子ども教育学科講師）
安全に過ごせる環境を作り出すにはどのような視点が必要なの
かを学ぶ。また子どもへの保健支援について、最新の知見を紹
介しながら解説し、子どもおよび保護者への対応のあり方につい
て考える。

東京都江東区

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-35080506600号

03-5579-6211

http://www.ariake.ac.jp
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ＵＲＬ

保育における視聴覚教材のひとつであり、日本固有の児童文化
財である紙芝居を取り上げ、紙芝居の歴史や保育教材としての
有明教育芸術短 【選択】保育における紙芝居の歴 位置づけ、紙芝居の特性を生かした保育の実践方法について講
三澤 裕見子（子ども教育学科教授）
義する。その中では保育紙芝居に功績のあった高橋五山と倉橋
期大学
史概観とその実際
惣三の紙芝居観も取り上げる。また、紙芝居上演の実践につい
ては、受講者とともに実践しながら展開していく。

東京都江東区

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-35080506601号

03-5579-6211

http://www.ariake.ac.jp

学年・学級経営や幼児・児童・生徒の仲間づくりに活用できる
様々なレクリエーションゲームを体験し、レクリエーションを取り入
有明教育芸術短 【選択】学年・学級経営に活かせ
れることの教育的意義と効果について理解を深めるとともに、場 丸山 正（子ども教育学科非常勤講師）
期大学
るレクリエーションの体験学習
面や目的に応じたレクリエーション素材の選び方と展開方法を学
びます。

東京都江東区

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-35080506602号

03-5579-6211

http://www.ariake.ac.jp

「新制度における子育て支援のあり方-支援の社会化と個別
化」、「地域における子育て支援の専門性を考える」、「地域の子
育て支援の実際を考える-グループディスカッションを通して」、
諸井 泰子（子ども教育学科教授）
有明教育芸術短 【選択】地域の子育て支援に求め
「保護者の求める子育て支援について」の4点を取り上げて、幼
橘 和代（子ども教育学科講師）
期大学
られることについて
児教育・保育の現場、保育者に求められる支援のあり方や親子
への理解、良好なコミュニケーションについて考え、子育て支援を
実践するための知識や技能を高めることを目指す。

東京都江東区

6時間 平成30年8月8日

教諭
養護教諭

幼稚園教諭、養
護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-35080506603号

03-5579-6211

http://www.ariake.ac.jp

有明教育芸術短 【選択】造形表現・音楽表現（総
期大学
合実践演習）

幼児教育・初等教育現場で使われている絵本・書籍等の物語及
び音楽を題材として扱いながら、グループによる表現手法を選択 深澤 瑞穂（子ども教育学科教授）
し、語り・台詞・音楽演奏などにより、題材のイメージを広げ、造形 山田 麻美子（子ども教育学科准教授）
と音楽が融合する可能性を追求する。授業は演習形式で行う。

東京都江東区

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-35080506604号

03-5579-6211

http://www.ariake.ac.jp

有明教育芸術短
【選択】図画工作
期大学

原材料である紙の扱いを通し、造形の基礎的発想、指導法を再
考する。身近な素材で廉価であるため見落としがちな紙を造形素
材としてその特性を見直す。その素材特性を生かし、概念的・固 有福 一昭（子ども教育学科教授）
定的になりがちな題材のイメージを開放し個々の発想を広げ、新
しい造形活動の可能性を探る。授業は実技研修形式で行う。

東京都江東区

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校教
諭（美術）

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-35080506605号

03-5579-6211

http://www.ariake.ac.jp

有明教育芸術短 【選択】子どもが主体的になる教
期大学
材作りの工夫

幼児教育・学校教育でのパネルシアターを使う人が増えていま
す。そこで実際に活動や授業で使った時のメリットなどをパネルシ
アターの教材としての特性から考えていきます。そして、パネルシ
アターの効果的な授業づくり・教材提示・演示などはどのようにす 田中 正代（子ども教育学科講師）
ればよいのか。実際に個々が効果的なパネルシアター教材を制
作します。そしてパネルシアターを取り入れた授業づくりを目指し
ます。

東京都江東区

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

7,200円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-35080506606号

03-5579-6211

http://www.ariake.ac.jp

有明教育芸術短
【選択】声を楽しむ
期大学

ブレスの基本方法、歌唱時の身体の使い方、また口の開き方。
歌唱時の基本的な発声方法を演習形式で実践する。当講習を受
講することによって、実際の音楽の授業での歌唱の指導や、合唱 松田 扶美子（子ども教育学科講師）
指導時により、充実した内容で取り組むことができるようになるこ
とを目的とする。

東京都江東区

6時間

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭（音楽科）

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-35080506607号

03-5579-6211

http://www.ariake.ac.jp

富山福祉短期大 【選択】子どもの感性を育てる造
学
形活動

・子どもの豊かな感性を十分に引き出すための造形活動の在り
方や支援の方法を考察し、作品とともに制作過程での一人一人
の子どもの表現の多様性を認め、子どもの作品に共感し伝えるこ
との必要性と鑑賞する意識を理解する。
北澤 晃（幼児教育学科教授）
・子どもが豊かに感情を描き表し、自己表現することができる支 岡野 宏宣（幼児教育学科助教）
援の在り方や、素材や画材による形や色の魅力の再発見を行
い、子どもの意欲的な創造活動を刺激する支援の在り方を考え
る。

富山県射水市

6時間 平成30年7月30日

教諭
養護教諭

小学校教諭、幼
稚園教諭、保育
教諭、養護教諭

8,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-35135506139号

0766-55-5567

http://www.tfukushi.urayama.ac.jp

幼少期に必要とされる運動動作の獲得や子どもの発育発達に応
じた運動指導の方法について講義及び実技を通じて学ぶ。また、
富山福祉短期大 【選択】幼少期に必要な運動遊び
日本サッカー協会のキッズリーダー講習会を併用して実施するこ 小川 耕平（幼児教育学科講師）
学
について
とで、実際の教育現場で使える実践的な運動あそびについての
知識と技術を習得する。

富山県射水市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭、幼
稚園教諭、保育
教諭

8,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-35135506140号

0766-55-5567

http://www.tfukushi.urayama.ac.jp

・五感をフルに働かせながら自然の恵みを体いっぱいに感じ、ま
た多様な経験によって興味や関心を広げていく自然体験型教育
富山福祉短期大 【選択】子どもの五感を育む自然 （保育）について理解する。
藤井 徳子（幼児教育学科助教）
学
体験活動
・講義とともに、実際にフィールドに出て自然観察や野外活動を
体験し、野外でのリスク管理の実際や具体的な自然体験プログ
ラムの構想について学ぶ。

富山県富山市

6時間 平成30年8月2日

教諭
養護教諭

小学校教諭、幼
稚園教諭、保育
教諭、養護教諭

8,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-35135506141号

0766-55-5567

http://www.tfukushi.urayama.ac.jp

本講義では、臨床心理学の知見を手がかりに、保育・教育現場
においてみられる心理的問題やその様相とともに、問題をとらえ
山梨学院短期大 【選択】教育相談Ⅱ（問題把握の それに対応する相談援助の考え方を知り、子どもや保護者への
野中 弘敏（保育科教授）
学
視点を深める）
援助の基本的な視座を深める。同時に、教師・保育者自身が「元
気である」（「元気を取り戻す」）ための視点と方法について理解を
深めたい。

山梨県甲府市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

50人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-35144506552号

055-224-1400

http://www.ygjc.ac.jp/

本講義では、臨床心理学の知見を手がかりに、保育・教育現場
においてみられる心理的問題やその様相とともに、問題をとらえ
山梨学院短期大 【選択】教育相談Ⅱ（問題解決の それに対応する相談援助の考え方を知り、子どもや保護者への
野中 弘敏（保育科教授）
学
方法を探る）
援助の基本的な視座を深める。同時に、教師・保育者の日々の
実践を通じた「現場の知恵」を持ち寄り、具体的な問題への取組
に資する知見を共有したい。

山梨県甲府市

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

50人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-35144506553号

055-224-1400

http://www.ygjc.ac.jp/

保育研究（環境）（遊びと自然科学）においては、子どもの自然科
学への興味・関心を深め、それらを遊びの中に積極的に取り入
れていくことができるようにしていくことが重要であることをふま
澤田 孝二（保育科教授）
え、自然や物を使った遊びや科学遊びの方法等について具体的
に学習していく。

山梨県甲府市

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-35144506554号

055-224-1400

http://www.ygjc.ac.jp/

山梨学院短期大 【選択】保育研究（環境）（遊びと
学
自然科学）
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平成30年8月23日～
平成30年8月24日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

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

主な受講対象者

6時間 平成30年8月10日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-35144506555号

055-224-1400

http://www.ygjc.ac.jp/

山梨県甲府市

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-35144506556号

055-224-1400

http://www.ygjc.ac.jp/

山梨県甲府市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年5月8日～
平成30年6月1日

平30-35144506557号

055-224-1400

http://www.ygjc.ac.jp/

山梨県甲府市

図画工作科教育研究Ⅰ（再考・造形活動の意味と役割）では、人
にとって「作ること」の意味を考え、図画工作科の意味と役割を理
伊藤 美輝（保育科教授）
解することで、児童の学びと成長に寄与できる図画工作科の指
導力を獲得することをねらいとする。

図画工作科教育研究Ⅰ（総合科目としての図画工作科の可能
【選択】図画工作科教育研究Ⅰ 性）では、児童の学びと成長に寄与できる図画工作科の指導力
山梨学院短期大
（総合科目としての図画工作科の を獲得する為に、図画工作科を構成する総合的要素から他教科 伊藤 美輝（保育科教授）
学
との関連性を含んだ授業が展開できる視点を得ることをねらいと
可能性）
する。

山梨学院短期大 【選択】図画工作科教育研究Ⅰ
学
（再考・造形活動の意味と役割）

時間数

対象職種

保育研究（環境）（自然や生き物との関わり）においては、子ども
の自然や生き物への興味・関心を深め、身近な自然や動植物と
山梨学院短期大 【選択】保育研究（環境）（自然や
の関わりを豊かなものにしていくことが重要であることをふまえ、 澤田 孝二（保育科教授）
学
生き物との関わり）
身近な自然との関わり方や動植物の飼育・栽培の方法等につい
て具体的に学習していく。

常葉大学短期大
【選択】保育内容（音楽表現）
学部

子ども達と一緒にたくさん歌う保育者にとって、声は大切な道具
です。自分自身の発声法を見直すとともに、簡単な曲で一緒にア
ンサンブルを楽しみましょう。さらに保育現場で活躍する楽器の
加藤 明代（保育科准教授）
扱い方から楽器の音色をひきだす奏法まで、正しい知識を得た
森 広樹（保育科助教）
上で子どもへの指導を振り返ります。本講習では『歌を歌う』『楽
器を扱う』という活動を軸にして、楽しみながら自身の力量をワン
ランクアップする内容を提案していきます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165505998号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

常葉大学短期大
【選択】保育内容（音楽表現）
学部

子ども達と一緒にたくさん歌う保育者にとって、声は大切な道具
です。自分自身の発声法を見直すとともに、簡単な曲で一緒にア
ンサンブルを楽しみましょう。さらに保育現場で活躍する楽器の
加藤 明代（保育科准教授）
扱い方から楽器の音色をひきだす奏法まで、正しい知識を得た
森 広樹（保育科助教）
上で子どもへの指導を振り返ります。本講習では『歌を歌う』『楽
器を扱う』という活動を軸にして、楽しみながら自身の力量をワン
ランクアップする内容を提案していきます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165505999号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

常葉大学短期大
【選択】保育内容（音楽表現）
学部

子ども達と一緒にたくさん歌う保育者にとって、声は大切な道具
です。自分自身の発声法を見直すとともに、簡単な曲で一緒にア
ンサンブルを楽しみましょう。さらに保育現場で活躍する楽器の
加藤 明代（保育科准教授）
扱い方から楽器の音色をひきだす奏法まで、正しい知識を得た
森 広樹（保育科助教）
上で子どもへの指導を振り返ります。本講習では『歌を歌う』『楽
器を扱う』という活動を軸にして、楽しみながら自身の力量をワン
ランクアップする内容を提案していきます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165506000号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

常葉大学短期大
【選択】保育内容（造形表現）
学部

子どもの造形活動と私たちの支援は毎日欠かすことができませ
ん。私たちはどのような支援や活動計画を行えばよいのか、講習 小倉 隆（保育科准教授）
で活動の楽しさを味わいながら、あり方について見つめ、導き、明 木下 藍（保育科助教）
日からの保育に役立てるねらいです。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165506001号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

常葉大学短期大
【選択】保育内容（造形表現）
学部

子どもの造形活動と私たちの支援は毎日欠かすことができませ
ん。私たちはどのような支援や活動計画を行えばよいのか、講習 小倉 隆（保育科准教授）
で活動の楽しさを味わいながら、あり方について見つめ、導き、明 木下 藍（保育科助教）
日からの保育に役立てるねらいです。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165506002号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

常葉大学短期大
【選択】保育内容（造形表現）
学部

子どもの造形活動と私たちの支援は毎日欠かすことができませ
ん。私たちはどのような支援や活動計画を行えばよいのか、講習 小倉 隆（保育科准教授）
で活動の楽しさを味わいながら、あり方について見つめ、導き、明 木下 藍（保育科助教）
日からの保育に役立てるねらいです。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165506003号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

常葉大学短期大
【選択】保育内容（身体表現）
学部

1) 幼稚園教育要領・領域「健康」および小学校学習指導要領・
「体育科」に示されている内容と関連させ、幼児期の「基本動作」
から小学校中学年の「体つくり運動」についての具体的指導方法
を学びます。
田村 元延（保育科講師）
2)幼稚園教育要領における五領域の内容と関連させ、幼児のか 遠藤 知里（保育科准教授）
らだの育ちと環境とのかかわりについての理解を深め、保育者と
しての感受性と表現力を自分自身の多様な表現（特に身体）の体
験を通して理解を深めます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165506004号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

常葉大学短期大
【選択】保育内容（身体表現）
学部

1) 幼稚園教育要領・領域「健康」および小学校学習指導要領・
「体育科」に示されている内容と関連させ、幼児期の「基本動作」
から小学校中学年の「体つくり運動」についての具体的指導方法
を学びます。
田村 元延（保育科講師）
2)幼稚園教育要領における五領域の内容と関連させ、幼児のか 遠藤 知里（保育科准教授）
らだの育ちと環境とのかかわりについての理解を深め、保育者と
しての感受性と表現力を自分自身の多様な表現（特に身体）の体
験を通して理解を深めます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165506005号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

常葉大学短期大
【選択】保育内容（身体表現）
学部

1) 幼稚園教育要領・領域「健康」および小学校学習指導要領・
「体育科」に示されている内容と関連させ、幼児期の「基本動作」
から小学校中学年の「体つくり運動」についての具体的指導方法
を学びます。
田村 元延（保育科講師）
2)幼稚園教育要領における五領域の内容と関連させ、幼児のか 遠藤 知里（保育科准教授）
らだの育ちと環境とのかかわりについての理解を深め、保育者と
しての感受性と表現力を自分自身の多様な表現（特に身体）の体
験を通して理解を深めます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165506006号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

常葉大学短期大
【選択】保育内容（言葉）
学部

領域言葉は、「経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で
表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て，言葉
に対する感覚や言葉で表現する力を養う」ことを目指すもので
井上 知香（保育科講師）
す。子どものみならず保育者にも同じ学びが大切です。子どもの
宮本 淳子（日本語日本文学科講師）
ことばやそこに広がる世界に思いを馳せ、保育者自らのことばの
感性にも気づくことを目的とします。瞬間に受けとめている日々の
姿やことばから子どもの物語を紡いでみましょう。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165506007号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

常葉大学短期大
【選択】保育内容（言葉）
学部

領域言葉は、「経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で
表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て，言葉
に対する感覚や言葉で表現する力を養う」ことを目指すもので
井上 知香（保育科講師）
す。子どものみならず保育者にも同じ学びが大切です。子どもの
宮本 淳子（日本語日本文学科講師）
ことばやそこに広がる世界に思いを馳せ、保育者自らのことばの
感性にも気づくことを目的とします。瞬間に受けとめている日々の
姿やことばから子どもの物語を紡いでみましょう。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165506008号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

常葉大学短期大
【選択】保育内容（言葉）
学部

領域言葉は、「経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で
表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て，言葉
に対する感覚や言葉で表現する力を養う」ことを目指すもので
井上 知香（保育科講師）
す。子どものみならず保育者にも同じ学びが大切です。子どもの
宮本 淳子（日本語日本文学科講師）
ことばやそこに広がる世界に思いを馳せ、保育者自らのことばの
感性にも気づくことを目的とします。瞬間に受けとめている日々の
姿やことばから子どもの物語を紡いでみましょう。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165506009号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

常葉大学短期大 【選択】保育内容（環境と人間関
学部
係）

１．子どもが生活する場の環境を物的・空間的に検討し、より良い
保育につなげることが大切です。そのために領域「環境」がありま
す。子どもの遊びを中心とした環境のあり方を考えてみましょう。
加藤 寿子（保育科講師）
２．人間関係の基本にはコミュニケーションがありますが、年齢に
小野田 貴夫（日本語日本文学科准教授）
よる差だけでなく、心身の健康状態や障がいによっても変わりま
す。心身の状態に応じた問題や方法を理解し、基本的なコミュニ
ケーション力について考えて見ましょう。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165506010号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

常葉大学短期大 【選択】保育内容（環境と人間関
学部
係）

１．子どもが生活する場の環境を物的・空間的に検討し、より良い
保育につなげることが大切です。そのために領域「環境」がありま
す。子どもの遊びを中心とした環境のあり方を考えてみましょう。
加藤 寿子（保育科講師）
２．人間関係の基本にはコミュニケーションがありますが、年齢に
小野田 貴夫（日本語日本文学科准教授）
よる差だけでなく、心身の健康状態や障がいによっても変わりま
す。心身の状態に応じた問題や方法を理解し、基本的なコミュニ
ケーション力について考えて見ましょう。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165506011号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

常葉大学短期大 【選択】保育内容（環境と人間関
学部
係）

１．子どもが生活する場の環境を物的・空間的に検討し、より良い
保育につなげることが大切です。そのために領域「環境」がありま
す。子どもの遊びを中心とした環境のあり方を考えてみましょう。
加藤 寿子（保育科講師）
２．人間関係の基本にはコミュニケーションがありますが、年齢に
小野田 貴夫（日本語日本文学科准教授）
よる差だけでなく、心身の健康状態や障がいによっても変わりま
す。心身の状態に応じた問題や方法を理解し、基本的なコミュニ
ケーション力について考えて見ましょう。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165506012号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

浜松学院大学短
【選択】子どもと福祉
期大学部

今日の日本では、少子化や児童虐待、子どもの貧困、障害児支
援など、子どもや子育てに関する数々の社会問題への対応が急
坂田 温志（短期大学部准教授）
務となっています。本講義では、それらの社会問題について理解
し、また対応する福祉施策等の動向を学ぶことを目的とします。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

130人

平成30年5月7日～
平成30年5月11日

平30-35166504646号

053-473-6100

http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

浜松学院大学短
【選択】子どもの保育
期大学部

幼児期の生活環境がその人のその後の人生を示唆することがあ
る。生まれてきた家庭の環境により、人格を形成する核としての
情緒の安定と情操の発達が左右されるため、初歩的集団生活の 橋爪 けい子（短期大学部准教授）
場では、子どもの保育の原点をしっかりと見据え考察することが
必要である。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

80人

平成30年5月7日～
平成30年5月11日

平30-35166504647号

053-473-6100

http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

子どもが絵を描くことは、その心を生き生きとさせ、気持ちを発散
させ、創造性・想像力・感受性を養い、達成感･やる気を培い、心
身の発達を順調に促す潤滑油となる。そのことは、本当の意味で
浜松学院大学短 【選択】「生きる力」を育む造形遊
の生きていく力の源につながる。
若杉 雅夫（短期大学部教授）
期大学部
び
本講座では、実際の子どもの絵を教材(参考作品)として取り上
げ、造形活動の面から子どもの心育ちと大人の関わりについて
考える。また、「絵あそび」中心に造形遊びも体験する。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月11日

平30-35166504648号

053-473-6100

http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

本講習では、①子どもを取り巻く生活環境の変化とその対応と②
子どものメディアに対する理解と対応について学ぶ。①では、幼
児を中心に子どもの生活環境の現状と課題について講義し、問
浜松学院大学短 【選択】子どもの環境とメディア講
浅井 潔（短期大学部教授）
題の所在を明確にするとともに、幼稚園における組織的対応の
期大学部
座
山本 孝一（短期大学部教授）
あり方について考察する。②では、メディア一般について考察した
後、子どもを取り巻くメディアについて検討し、具体的な例をあげ
て子どもとメディアのかかわりについて考えていく。

静岡県浜松市

6時間 平成30年7月30日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

130人

平成30年5月7日～
平成30年5月11日

平30-35166504649号

053-473-6100

http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

浜松学院大学短 【選択】子どもの発育発達を支え
期大学部
る運動遊び

子どもの身体の発育発達について、基礎的な知見を確認し、理
解を深める。その後、「子どもにとっての運動遊びの意義」を考慮
しながら、実践指導につながる課題に取り組む。（「一つの遊びを 松澤 俊行（短期大学部准教授）
どのように発展させるか」「遊びを発展させるとどのように子ども
の反応が変わるか」などのシミュレーションを行う予定である。）

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月1日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

150人

平成30年5月7日～
平成30年5月11日

平30-35166504650号

053-473-6100

http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

浜松学院大学短
【選択】子どもの保育
期大学部

幼児期の生活環境がその人のその後の人生を示唆することがあ
る。生まれてきた家庭の環境により、人格を形成する核としての
情緒の安定と情操の発達が左右されるため、初歩的集団生活の 橋爪 けい子（短期大学部准教授）
場では、子どもの保育の原点をしっかりと見据え考察することが
必要である。

静岡県浜松市

6時間 平成30年7月31日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年5月7日～
平成30年5月11日

平30-35166504651号

053-473-6100

http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/
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時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

子どもが絵を描くことは、その心を生き生きとさせ、気持ちを発散
させ、創造性・想像力・感受性を養い、達成感･やる気を培い、心
身の発達を順調に促す潤滑油となる。そのことは、本当の意味で
浜松学院大学短 【選択】「生きる力」を育む造形遊
若杉 雅夫（短期大学部教授）
の生きていく力の源につながる。
期大学部
び
本講座では、実際の子どもの絵を教材(参考作品)として取り上
げ、造形活動の面から子どもの心育ちと大人の関わりについて
考える。また、「絵あそび」中心に造形遊びも体験する。

静岡県浜松市

6時間 平成30年7月31日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月11日

平30-35166504652号

053-473-6100

http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

本講習では、①子どもを取り巻く生活環境の変化とその対応と②
子どものメディアに対する理解と対応について学ぶ。①では、幼
児を中心に子どもの生活環境の現状と課題について講義し、問
浅井 潔（短期大学部教授）
浜松学院大学短 【選択】子どもの環境とメディア講
題の所在を明確にするとともに、幼稚園における組織的対応の
山本 孝一（短期大学部教授）
期大学部
座
あり方について考察する。②では、メディア一般について考察した
後、子どもを取り巻くメディアについて検討し、具体的な例をあげ
て子どもとメディアのかかわりについて考えていく。

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

150人

平成30年5月7日～
平成30年5月11日

平30-35166504653号

053-473-6100

http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

大阪千代田短期
【選択】発達障害のアセスメント
大学

さまざまな発達障害の関係性を理解し、その中で自閉症、ＬＤ、Ａ
ＤＨＤなどの発達障害を詳しく学びます。自閉症障害研究と臨床
の歴史についての理解を深めます。そして、園や学校において発
澤 ひとみ(堺市立幼稚園園長)
達障害のある子どもへの関わり方を事例を挙げながら検討しま
す。また、相談援助の原理・原則を学び、保護者への関わり方や
支援の方法について考えます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年7月30日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

90人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506873号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期
【選択】発達障害のアセスメント
大学

さまざまな発達障害の関係性を理解し、その中で自閉症、ＬＤ、Ａ
ＤＨＤなどの発達障害を詳しく学びます。自閉症障害研究と臨床
の歴史についての理解を深めます。そして、園や学校において発
澤 ひとみ(堺市立幼稚園園長)
達障害のある子どもへの関わり方を事例を挙げながら検討しま
す。また、相談援助の原理・原則を学び、保護者への関わり方や
支援の方法について考えます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年7月31日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

90人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506874号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期
【選択】発達障害のアセスメント
大学

さまざまな発達障害の関係性を理解し、その中で自閉症、ＬＤ、Ａ
ＤＨＤなどの発達障害を詳しく学びます。自閉症障害研究と臨床
の歴史についての理解を深めます。そして、園や学校において発
澤 ひとみ(堺市立幼稚園園長)
達障害のある子どもへの関わり方を事例を挙げながら検討しま
す。また、相談援助の原理・原則を学び、保護者への関わり方や
支援の方法について考えます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年11月18日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

90人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506875号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期
【選択】発達障害のアセスメント
大学

さまざまな発達障害の関係性を理解し、その中で自閉症、ＬＤ、Ａ
ＤＨＤなどの発達障害を詳しく学びます。自閉症障害研究と臨床
の歴史についての理解を深めます。そして、園や学校において発
澤 ひとみ(堺市立幼稚園園長)
達障害のある子どもへの関わり方を事例を挙げながら検討しま
す。また、相談援助の原理・原則を学び、保護者への関わり方や
支援の方法について考えます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年11月24日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

90人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506876号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期 【選択】配慮が必要な子どもと保
大学
護者への支援のあり方

配慮の必要な子どもたちと、その保護者への対応や支援のあり
方について学びます。子どもたちが学校場面で示す問題行動に
葛目 已恵子(幼児教育科非常勤講師)
ついて，どのように受けとめ，対応していくのかを事例をもとに検
討します。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年7月31日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

90人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506877号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期 【選択】配慮が必要な子どもと保
大学
護者への支援のあり方

配慮の必要な子どもたちと、その保護者への対応や支援のあり
方について学びます。子どもたちが学校場面で示す問題行動に
葛目 已恵子(幼児教育科非常勤講師)
ついて，どのように受けとめ，対応していくのかを事例をもとに検
討します。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

90人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506878号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期 【選択】配慮が必要な子どもと保
大学
護者への支援のあり方

配慮の必要な子どもたちと、その保護者への対応や支援のあり
方について学びます。子どもたちが学校場面で示す問題行動に
葛目 已恵子(幼児教育科非常勤講師)
ついて，どのように受けとめ，対応していくのかを事例をもとに検
討します。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年11月24日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

90人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506879号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期 【選択】配慮が必要な子どもと保
大学
護者への支援のあり方

配慮の必要な子どもたちと、その保護者への対応や支援のあり
方について学びます。子どもたちが学校場面で示す問題行動に
葛目 已恵子(幼児教育科非常勤講師)
ついて，どのように受けとめ，対応していくのかを事例をもとに検
討します。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年12月1日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

90人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506880号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期
【選択】ネット社会の子育て支援
大学

情報通信技術（ICT）の普及に伴い，子どもや保護者のSNS利用
におけるトラブルや情報モラル，情報セキュリティに関わる問題
事例が多く見られるようになりました。ここでは最新の事例をもと
に，問題への対応方法について考えます。
本田 和隆(幼児教育科講師)
また，子育て支援は、地域社会で取り組むべき喫緊の課題です。
森 大樹(幼児教育科講師)
国の政策動向に触れながら、子育て支援が必要になってきた背
景やその意義、子育て支援ネットワークについて、身近な問題か
ら国レベルの課題まで、幅広いテーマを扱います。最後に、ICT
の活用やその留意点について考えたいと思います。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年7月30日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

90人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506881号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期
【選択】ネット社会の子育て支援
大学

情報通信技術（ICT）の普及に伴い，子どもや保護者のSNS利用
におけるトラブルや情報モラル，情報セキュリティに関わる問題
事例が多く見られるようになりました。ここでは最新の事例をもと
に，問題への対応方法について考えます。
本田 和隆(幼児教育科講師)
また，子育て支援は、地域社会で取り組むべき喫緊の課題です。
森 大樹(幼児教育科講師)
国の政策動向に触れながら、子育て支援が必要になってきた背
景やその意義、子育て支援ネットワークについて、身近な問題か
ら国レベルの課題まで、幅広いテーマを扱います。最後に、ICT
の活用やその留意点について考えたいと思います。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

90人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506882号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数
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認定番号

受講料

6時間 平成30年11月18日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

90人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506883号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年12月1日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

90人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506884号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年7月30日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506885号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年7月31日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506886号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506887号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年11月18日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506888号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年11月24日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506889号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年12月1日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506890号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

健やかな身体づくりの方法と，人間関係の構築・維持・発展にか
かわるコミュニケーション能力ののばし方について学びます。心
大阪千代田短期 【選択】身体を使ったコミュニケー 身ともにたくましい子どもを育むために，幼少期に経験させたい
今西 香寿(幼児教育科講師)
大学
ション・トレーニング
多様な動きを含んだ運動遊びを楽しく実践していきます。さらに，
他者との相互作用場面におけるコミュニケーションスキルを磨くた
めのトレーニングを行います。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年7月30日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506891号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

健やかな身体づくりの方法と，人間関係の構築・維持・発展にか
かわるコミュニケーション能力ののばし方について学びます。心
大阪千代田短期 【選択】身体を使ったコミュニケー 身ともにたくましい子どもを育むために，幼少期に経験させたい
今西 香寿(幼児教育科講師)
大学
ション・トレーニング
多様な動きを含んだ運動遊びを楽しく実践していきます。さらに，
他者との相互作用場面におけるコミュニケーションスキルを磨くた
めのトレーニングを行います。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年7月31日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506892号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

健やかな身体づくりの方法と，人間関係の構築・維持・発展にか
かわるコミュニケーション能力ののばし方について学びます。心
大阪千代田短期 【選択】身体を使ったコミュニケー 身ともにたくましい子どもを育むために，幼少期に経験させたい
今西 香寿(幼児教育科講師)
大学
ション・トレーニング
多様な動きを含んだ運動遊びを楽しく実践していきます。さらに，
他者との相互作用場面におけるコミュニケーションスキルを磨くた
めのトレーニングを行います。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506893号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

健やかな身体づくりの方法と，人間関係の構築・維持・発展にか
かわるコミュニケーション能力ののばし方について学びます。心
大阪千代田短期 【選択】身体を使ったコミュニケー 身ともにたくましい子どもを育むために，幼少期に経験させたい
今西 香寿(幼児教育科講師)
大学
ション・トレーニング
多様な動きを含んだ運動遊びを楽しく実践していきます。さらに，
他者との相互作用場面におけるコミュニケーションスキルを磨くた
めのトレーニングを行います。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年11月18日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506894号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

担当講師

講習の開催地

大阪千代田短期
【選択】ネット社会の子育て支援
大学

情報通信技術（ICT）の普及に伴い，子どもや保護者のSNS利用
におけるトラブルや情報モラル，情報セキュリティに関わる問題
事例が多く見られるようになりました。ここでは最新の事例をもと
に，問題への対応方法について考えます。
本田 和隆(幼児教育科講師)
また，子育て支援は、地域社会で取り組むべき喫緊の課題です。
森 大樹(幼児教育科講師)
国の政策動向に触れながら、子育て支援が必要になってきた背
景やその意義、子育て支援ネットワークについて、身近な問題か
ら国レベルの課題まで、幅広いテーマを扱います。最後に、ICT
の活用やその留意点について考えたいと思います。

大阪府河内長
野市

大阪千代田短期
【選択】ネット社会の子育て支援
大学

情報通信技術（ICT）の普及に伴い，子どもや保護者のSNS利用
におけるトラブルや情報モラル，情報セキュリティに関わる問題
事例が多く見られるようになりました。ここでは最新の事例をもと
に，問題への対応方法について考えます。
本田 和隆(幼児教育科講師)
また，子育て支援は、地域社会で取り組むべき喫緊の課題です。
森 大樹(幼児教育科講師)
国の政策動向に触れながら、子育て支援が必要になってきた背
景やその意義、子育て支援ネットワークについて、身近な問題か
ら国レベルの課題まで、幅広いテーマを扱います。最後に、ICT
の活用やその留意点について考えたいと思います。

大阪千代田短期 【選択】子どもの表現活動－「音
大学
楽と絵本」の融合－

大阪千代田短期 【選択】子どもの表現活動－「音
大学
楽と絵本」の融合－

大阪千代田短期 【選択】子どもの表現活動－「音
大学
楽と絵本」の融合－

大阪千代田短期 【選択】子どもの表現活動－「音
大学
楽と絵本」の融合－

大阪千代田短期 【選択】子どもの表現活動－「音
大学
楽と絵本」の融合－

大阪千代田短期 【選択】子どもの表現活動－「音
大学
楽と絵本」の融合－

講習の概要

音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞれの
表現活動は単独では現われない。子どもの表現力を育むには、
他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし育成していく 寄 ゆかり(幼児教育科教授)
ことが必要である。本講習では、音楽と絵本を融合させた新しい 池田 邦子(幼児教育科講師)
表現活動の在り方を実践的に学ぶ。
音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞれの
表現活動は単独では現われない。子どもの表現力を育むには、
他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし育成していく 寄 ゆかり(幼児教育科教授)
ことが必要である。本講習では、音楽と絵本を融合させた新しい 池田 邦子(幼児教育科講師)
表現活動の在り方を実践的に学ぶ。
音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞれの
表現活動は単独では現われない。子どもの表現力を育むには、
他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし育成していく 寄 ゆかり(幼児教育科教授)
ことが必要である。本講習では、音楽と絵本を融合させた新しい 池田 邦子(幼児教育科講師)
表現活動の在り方を実践的に学ぶ。
音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞれの
表現活動は単独では現われない。子どもの表現力を育むには、
他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし育成していく 寄 ゆかり(幼児教育科教授)
ことが必要である。本講習では、音楽と絵本を融合させた新しい 池田 邦子(幼児教育科講師)
表現活動の在り方を実践的に学ぶ。
音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞれの
表現活動は単独では現われない。子どもの表現力を育むには、
他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし育成していく 寄 ゆかり(幼児教育科教授)
ことが必要である。本講習では、音楽と絵本を融合させた新しい 池田 邦子(幼児教育科講師)
表現活動の在り方を実践的に学ぶ。
音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞれの
表現活動は単独では現われない。子どもの表現力を育むには、
他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし育成していく 寄 ゆかり(幼児教育科教授)
ことが必要である。本講習では、音楽と絵本を融合させた新しい 池田 邦子(幼児教育科講師)
表現活動の在り方を実践的に学ぶ。
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電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年11月24日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506895号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年12月1日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506896号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

幼稚園，小学校における造形表現活動は，子どもたちのイメージ
力を喚起し，そのおもしろさを体感することを目指すものです。こ
こでは，実践例をもとに，園や学校における図画工作教育の意 吉垣 隆雄(幼児教育科講師）
義・目標について理解を深めていきます。また，表現活動の体験
を通して，魅力的な造形表現の指導方法について考えます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年7月30日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506897号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期
【選択】造形表現の理論と実践
大学

幼稚園，小学校における造形表現活動は，子どもたちのイメージ
力を喚起し，そのおもしろさを体感することを目指すものです。こ
こでは，実践例をもとに，園や学校における図画工作教育の意 吉垣 隆雄(幼児教育科講師）
義・目標について理解を深めていきます。また，表現活動の体験
を通して，魅力的な造形表現の指導方法について考えます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年7月31日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506898号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期
【選択】造形表現の理論と実践
大学

幼稚園，小学校における造形表現活動は，子どもたちのイメージ
力を喚起し，そのおもしろさを体感することを目指すものです。こ
こでは，実践例をもとに，園や学校における図画工作教育の意 吉垣 隆雄(幼児教育科講師）
義・目標について理解を深めていきます。また，表現活動の体験
を通して，魅力的な造形表現の指導方法について考えます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218506899号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期
【選択】造形表現の理論と実践
大学

幼稚園，小学校における造形表現活動は，子どもたちのイメージ
力を喚起し，そのおもしろさを体感することを目指すものです。こ
こでは，実践例をもとに，園や学校における図画工作教育の意 吉垣 隆雄(幼児教育科講師）
義・目標について理解を深めていきます。また，表現活動の体験
を通して，魅力的な造形表現の指導方法について考えます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年11月18日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506900号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期
【選択】造形表現の理論と実践
大学

幼稚園，小学校における造形表現活動は，子どもたちのイメージ
力を喚起し，そのおもしろさを体感することを目指すものです。こ
こでは，実践例をもとに，園や学校における図画工作教育の意 吉垣 隆雄(幼児教育科講師）
義・目標について理解を深めていきます。また，表現活動の体験
を通して，魅力的な造形表現の指導方法について考えます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年11月24日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506901号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

大阪千代田短期
【選択】造形表現の理論と実践
大学

幼稚園，小学校における造形表現活動は，子どもたちのイメージ
力を喚起し，そのおもしろさを体感することを目指すものです。こ
こでは，実践例をもとに，園や学校における図画工作教育の意 吉垣 隆雄(幼児教育科講師）
義・目標について理解を深めていきます。また，表現活動の体験
を通して，魅力的な造形表現の指導方法について考えます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年12月1日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,500円

40人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218506902号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.j
p

関西女子短期大 【選択】子どもを守り育む家庭支
学
援

社会環境の変化に伴い、人間関係が従来どおりにいかなくなっ
た場面が多くみられるようになってきた。今日の人間関係がどの
津田 尚子（保育学科准教授）
ように変化してきたのかについて、力動的心理学の観点より着眼
高橋 千香子（奈良学園大学奈良文化女子短
点を提示する。そして、虐待に結びつきかねない事例から、実際
期大学部幼児教育学科専任講師）
にどのようなずれが家庭と社会、子ども・保護者・保育者間に生じ
るのか、実際的に検討する。

大阪府柏原市

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園教諭

5,000円

60人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35221506574号

072-977-9552

http://www.kwc.ac.jp/

大阪府柏原市

6時間 平成30年8月24日

教諭
養護教諭

教諭、養護教諭

5,000円

60人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35221506575号

072-977-9552

http://www.kwc.ac.jp/

担当講師

講習の開催地

健やかな身体づくりの方法と，人間関係の構築・維持・発展にか
かわるコミュニケーション能力ののばし方について学びます。心
大阪千代田短期 【選択】身体を使ったコミュニケー 身ともにたくましい子どもを育むために，幼少期に経験させたい
今西 香寿(幼児教育科講師)
多様な動きを含んだ運動遊びを楽しく実践していきます。さらに，
大学
ション・トレーニング
他者との相互作用場面におけるコミュニケーションスキルを磨くた
めのトレーニングを行います。

講習の概要

大阪府河内長
野市

健やかな身体づくりの方法と，人間関係の構築・維持・発展にか
かわるコミュニケーション能力ののばし方について学びます。心
大阪千代田短期 【選択】身体を使ったコミュニケー 身ともにたくましい子どもを育むために，幼少期に経験させたい
今西 香寿(幼児教育科講師)
多様な動きを含んだ運動遊びを楽しく実践していきます。さらに，
大学
ション・トレーニング
他者との相互作用場面におけるコミュニケーションスキルを磨くた
めのトレーニングを行います。

大阪千代田短期
【選択】造形表現の理論と実践
大学

児童生徒の心身の健康課題や生徒指導上の課題に適切に対応
【選択】健康課題や生徒指導上の
関西女子短期大
していくために、養護教諭（教諭）としての能力の向上を目指した 石丸 真平（養護保健学科教授）
課題に対する実践能力向上に向
学
講座であり、学校内における健康相談活動や子どもの生活の変 久保 加代子（養護保健学科准教授）
けて
化を踏まえた生徒指導上の課題等について考察する。

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

山陽学園短期大 【選択】一人ひとりの子どもの発
学
達保障

①学校教育全体の視点として、保幼小接続やインクルーシブ教
育など、発達保障ができる教育方法について考察する。
②新たな幼稚園教育要領に基づく、指導の展開・評価の視点か
岡田 典子（幼児教育学科講師）
ら考える。
権田 あずさ（幼児教育学科講師）
③発達障害について福祉的・心理的視点から考察し、保幼小接
岡正 寛子（幼児教育学科講師）
続のための教育現場での配慮と対応方法を学ぶ。
④保護者支援・地域連携のために必要なこととは何かを、教育・
福祉・心理的視点から考える。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-35256504467号

086-901-0503

http://www.sguc.ac.jp/

高知学園短期大 【選択】幼稚園教諭のための知
学
識・技能演習

小島 一久(看護学科教授）
池澤 眞由美（幼児保育学科教授）
末田 光一（幼児保育学科教授）
竹村 正（幼児保育学科教授）
幼児を内面から理解し、総合的に指導する力、保育を構築する 吉村 斉（幼児保育学科教授）
力、実践力、特別な教育的配慮を要する幼児に対応する力、小 山本 英作（幼児保育学科准教授）
高知県高知市
学校や保育所と連携する力、生きる力を育む基礎づくり、更には 田村 由香（南国市立たちばな幼稚園園長）
幼児に対するカウンセリング技術や幼児の健康管理等、教員の 宮﨑 大樹（伊丹市教育委員会事務局学校教
資質・指導力の向上に資する内容について学ぶ。
育部総合教育センター指導主事）
矢野 智恵（看護学科教授）
山本 和代（看護学科准教授）
今井 多衣子（高知学園短期大学非常勤講師）
加藤 秋美（元高知若草養護学校校長）

6時間 平成30年8月18日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成30年5月16日～
平成30年5月31日

平30-35280506309号

088-840-1121

http://www.kochigc.ac.jp
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高知学園短期大 【選択】幼稚園教諭のための知
学
識・技能演習

小島 一久(看護学科教授）
池澤 眞由美（幼児保育学科教授）
末田 光一（幼児保育学科教授）
竹村 正（幼児保育学科教授）
幼児を内面から理解し、総合的に指導する力、保育を構築する 吉村 斉（幼児保育学科教授）
力、実践力、特別な教育的配慮を要する幼児に対応する力、小 山本 英作（幼児保育学科准教授）
高知県高知市
学校や保育所と連携する力、生きる力を育む基礎づくり、更には 田村 由香（南国市立たちばな幼稚園園長）
幼児に対するカウンセリング技術や幼児の健康管理等、教員の 宮﨑 大樹（伊丹市教育委員会事務局学校教
育部総合教育センター指導主事）
資質・指導力の向上に資する内容について学ぶ。
矢野 智恵（看護学科教授）
山本 和代（看護学科准教授）
今井 多衣子（高知学園短期大学非常勤講師）
加藤 秋美（元高知若草養護学校校長）

6時間 平成30年8月25日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成30年5月16日～
平成30年5月31日

平30-35280506310号

088-840-1121

http://www.kochigc.ac.jp

高知学園短期大 【選択】幼稚園教諭のための知
学
識・技能演習

小島 一久(看護学科教授）
池澤 眞由美（幼児保育学科教授）
末田 光一（幼児保育学科教授）
竹村 正（幼児保育学科教授）
幼児を内面から理解し、総合的に指導する力、保育を構築する 吉村 斉（幼児保育学科教授）
力、実践力、特別な教育的配慮を要する幼児に対応する力、小 山本 英作（幼児保育学科准教授）
高知県高知市
学校や保育所と連携する力、生きる力を育む基礎づくり、更には 田村 由香（南国市立たちばな幼稚園園長）
幼児に対するカウンセリング技術や幼児の健康管理等、教員の 宮﨑 大樹（伊丹市教育委員会事務局学校教
育部総合教育センター指導主事）
資質・指導力の向上に資する内容について学ぶ。
矢野 智恵（看護学科教授）
山本 和代（看護学科准教授）
今井 多衣子（高知学園短期大学非常勤講師）
加藤 秋美（元高知若草養護学校校長）

6時間 平成30年8月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成30年5月16日～
平成30年5月31日

平30-35280506311号

088-840-1121

http://www.kochigc.ac.jp

幼児教育の現場においては、幼児の生活と遊びといった直接的
な体験を通して、「生きる力の基礎」を培っていくことが重要であ
水頭 順子（保育学科教授）
九州龍谷短期大 【選択】平成30年度九州龍谷短
る。本講習では、「幼児曲の歌唱法とオペレッタ遊び」と「幼児曲
西村 幸高（保育学科専任講師）
学
期大学免許状更新講習（選択①）
のための伴奏法」の２分野から、実践とその指導法についてスキ
ルアップを図っていく。

佐賀県鳥栖市

6時間 平成30年6月2日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成30年5月7日～
平成30年5月25日

平30-35300505045号

0942-85-1121

http://www.kryukoku.ac.jp

幼児教育の現場においては、幼児の生活と遊びといった直接的
な体験を通して、「生きる力の基礎」を培っていくことが重要であ
水頭 順子（保育学科教授）
九州龍谷短期大 【選択】平成30年度九州龍谷短
る。本講習では、「幼児曲の歌唱法とオペレッタ遊び」と「幼児曲
西村 幸高（保育学科専任講師）
学
期大学免許状更新講習（選択①）
のための伴奏法」の２分野から、実践とその指導法についてスキ
ルアップを図っていく。

佐賀県鳥栖市

6時間 平成30年8月29日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成30年5月7日～
平成30年8月22日

平30-35300505046号

0942-85-1121

http://www.kryukoku.ac.jp

幼児教育の現場においては、幼児の生活と遊びといった直接的
な体験を通して、「生きる力の基礎」を培っていくことが重要であ
水頭 順子（保育学科教授）
九州龍谷短期大 【選択】平成30年度九州龍谷短
る。本講習では、「幼児曲の歌唱法とオペレッタ遊び」と「幼児曲
西村 幸高（保育学科専任講師）
学
期大学免許状更新講習（選択①）
のための伴奏法」の２分野から、実践とその指導法についてスキ
ルアップを図っていく。

佐賀県鳥栖市

6時間 平成30年9月1日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成30年5月7日～
平成30年8月24日

平30-35300505047号

0942-85-1121

http://www.kryukoku.ac.jp

①色彩の効果や美しい配色について学ぶとともに、作品製作を
通して保育で必要な造形能力の高め方について講習を行う。
九州龍谷短期大 【選択】平成30年度九州龍谷短
井手 典子（保育学科准教授）
②幼少期における遊びの現状や取り巻く環境、子どもの運動能
学
期大学免許状更新講習（選択②）
竹森 裕高（保育学科専任講師）
力の発達状況を事例を基に検討するとともに、運動遊びの実践も
行う。

佐賀県鳥栖市

6時間 平成30年6月16日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成30年5月7日～
平成30年6月8日

平30-35300505048号

0942-85-1121

http://www.kryukoku.ac.jp

①色彩の効果や美しい配色について学ぶとともに、作品製作を
通して保育で必要な造形能力の高め方について講習を行う。
九州龍谷短期大 【選択】平成30年度九州龍谷短
井手 典子（保育学科准教授）
②幼少期における遊びの現状や取り巻く環境、子どもの運動能
学
期大学免許状更新講習（選択②）
竹森 裕高（保育学科専任講師）
力の発達状況を事例を基に検討するとともに、運動遊びの実践も
行う。

佐賀県鳥栖市

6時間 平成30年7月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成30年5月7日～
平成30年7月12日

平30-35300505049号

0942-85-1121

http://www.kryukoku.ac.jp

①色彩の効果や美しい配色について学ぶとともに、作品製作を
通して保育で必要な造形能力の高め方について講習を行う。
九州龍谷短期大 【選択】平成30年度九州龍谷短
井手 典子（保育学科准教授）
②幼少期における遊びの現状や取り巻く環境、子どもの運動能
学
期大学免許状更新講習（選択②）
竹森 裕高（保育学科専任講師）
力の発達状況を事例を基に検討するとともに、運動遊びの実践も
行う。

佐賀県鳥栖市

6時間 平成30年8月18日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成30年5月7日～
平成30年8月10日

平30-35300505050号

0942-85-1121

http://www.kryukoku.ac.jp

講習の前半を、いわゆる気になる幼児への理解と対応について
の講義を行う。後半は、気になる子どもを抱える保護者に対する
九州龍谷短期大 【選択】平成30年度九州龍谷短
鬼塚 良太郎（保育学科准教授）
理解と対応について講義を行う。幼児の理解と保護者の理解を
学
期大学免許状更新講習（選択③）
田中 沙来人（保育学科専任講師）
通じ、保育を行ううえで必要な多様な子どもたちへの理解と支援
について検討する。

佐賀県鳥栖市

6時間 平成30年7月1日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年5月7日～
平成30年6月22日

平30-35300505051号

0942-85-1121

http://www.kryukoku.ac.jp

講習の前半を、いわゆる気になる幼児への理解と対応について
の講義を行う。後半は、気になる子どもを抱える保護者に対する
九州龍谷短期大 【選択】平成30年度九州龍谷短
鬼塚 良太郎（保育学科准教授）
理解と対応について講義を行う。幼児の理解と保護者の理解を
学
期大学免許状更新講習（選択③）
田中 沙来人（保育学科専任講師）
通じ、保育を行ううえで必要な多様な子どもたちへの理解と支援
について検討する。

佐賀県鳥栖市

6時間 平成30年11月4日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年5月7日～
平成30年10月26日

平30-35300505052号

0942-85-1121

http://www.kryukoku.ac.jp

「幼児の自然保育・環境教育」 自然保育・環境教育の動向を学
ぶとともに、自然体験プログラムを体験し、幼児期の自然体験の
佐賀女子短期大 【選択】幼児の自然保育・環境教
大江 登美子（こども未来学科准教授）
重要性を理解する。
学
育／幼児の造形表現
櫃本 真美代（こども未来学科准教授）
「幼児の造形表現」 幼児の造形表現について理解する。実制作
を通して造形指導技術を習得する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月27日

平30-35301506747号

0952-25-5145

http://www.asahigakue
n.ac.jp/sajotan/
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①音遊びや合奏と編曲について学びます。合奏を通して子どもの
感性を育むことについて考えます。
佐賀女子短期大
【選択】合奏と歌の表現活動
学

②童謡や手遊びなど、
子どもが楽しんで歌えるために必要な歌唱表現と留意すべき点
を学びます。

松藤 弘之（こども未来学科教授）
山田 久三江（こども未来学科准教授）

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月27日

平30-35301506748号

0952-23-5145

http://www.asahigakue
n.ac.jp/sajotan/

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月27日

平30-35301506749号

0952-23-5145

http://www.asahigakue
n.ac.jp/sajotan/

佐賀女子短期大 【選択】幼児の身体を使った表現
学
活動

豊かな感性を育む身体表現活動を考える。①子どもの身体表現
を引き出す手立て。②歌や絵本から身体表現へ。
小川 鮎子（こども未来学科教授）
子どもの「楽しむ力を」引き出す方法
松本 勇治（こども未来学科准教授）
を考える。①アイスブレーキング法について。②運動遊びについ
て。

佐賀県佐賀市

尚絅大学短期大
【選択】保育実践講座ⅠＡ
学部

本講習は、幼児教育に対する理解を深めるためのプログラムで
あり、次の６科目を開設する。
①環境教育とは何か ②絵本と子ども ③造形あそびにおける材
料（素材）・用具について ④世界の保育政策と保育実践 ⑤
幼児期の発達と保育者の関わり ⑥音楽を全身で表現する

二子石 諒太（幼児教育学科 助教）
北口 己津子（幼児教育学科 講師）
坂本 健（幼児教育学科 准教授）
柴田 賢一（幼児教育学科 准教授）
小川内 哲生（幼児教育学科 教授）
森 みゆき （幼児教育学科 講師）

熊本県菊池郡
菊陽町

18時間

平成30年8月20日～
平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

18,000円

40人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305506489号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学短期大
【選択】保育実践講座ⅠB
学部

本講習は、幼児教育に対する理解を深めるためのプログラムで
あり、次の６科目を開設する。
①特別支援教育ニーズを満たすクラス作り、合理的配慮また活
動計画とは ②幼児が行う音楽表現の特質と意義 ③子どもの発
達と環境 ④子どもの造形について ⑤子どもの心理発達理解
と保育のあり方 ⑥幼児期の身体運動の理解と実践

佐澤
曽田
片桐
横山
緒方
柿原

熊本県菊池郡
菊陽町

18時間

平成30年8月20日～
平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

18,000円

40人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305506490号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学短期大 【選択】保育実践講座ⅡＡ（造形
学部
表現・世界の保育政策）

本講習は、幼児教育に対する理解を深めるためのプログラムで
あり、次の２科目を開設する。
①造形あそびにおける材料（素材）・用具について
②世界の保育政策と保育実践

坂本 健（幼児教育学科 准教授）
柴田 賢一（幼児教育学科 准教授）

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年9月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305506491号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

緒方 宏明（幼児教育学科 教授）
横山 博之（幼児教育学科 教授）

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年9月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305506492号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

片桐 真弓（幼児教育学科 准教授）
北口 己津子（幼児教育学科 講師）

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年9月16日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305506493号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

本講習は、幼児教育に対する理解を深めるためのプログラムで
あり、次の２科目を開設する。
尚絅大学短期大 【選択】保育実践講座ⅡＢ（子ども
①子ども心理発達理解と保育のあり方
学部
の理解・造形表現）
②子どもの造形について
本講習は、幼児教育に対する理解を深めるためのプログラムで
あり、次の２科目を開設する。
尚絅大学短期大 【選択】保育実践講座ⅢＡ（保育・
①子どもの発達と環境
学部
言葉）
②絵本と子ども

智恵子（幼児教育学科 非常勤講師）
裕司（幼児教育学科 教授）
真弓（幼児教育学科 准教授）
博之（幼児教育学科 教授）
宏明（幼児教育学科 教授）
一貴（幼児教育学科 准教授）

尚絅大学短期大 【選択】保育実践講座ⅢＢ（障が
学部
い児教育・環境教育）

本講習は、幼児教育に対する理解を深めるためのプログラムで
あり、次の２科目を開設する。
①特別支援教育ニーズを満たすクラス作り、合理的配慮また活
動計画とは
②環境教育とは何か

佐澤 智恵子（幼児教育学科 非常勤講師）
二子石 諒太（幼児教育学科 助教）

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年10月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305506494号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学短期大 【選択】保育実践講座ⅣＡ（幼児
学部
期の発達・音楽表現）

本講習は、幼児教育に対する理解を深めるためのプログラムで
あり、次の２科目を開設する。
①幼児期の発達と保育者の関わり
②音楽を全身で表現する

小川内 哲生（幼児教育学科 教授）
森 みゆき（幼児教育学科 講師）

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年10月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305506495号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学短期大 【選択】保育実践講座ⅣＢ（音楽
学部
表現・幼児期の身体運動）

本講習は、幼児教育に対する理解を深めるためのプログラムで
あり、次の２科目を開設する。
①幼児が行う音楽表現の特質と意義
②幼児期の身体運動の理解と実践

曽田 裕司（幼児教育学科 教授）
柿原 一貴（幼児教育学科 准教授）

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年10月27日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305506496号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

1．新学習指導要領および移行期の理科における環境学習につ
いて実感を伴う理解をどのように身につけるかを学ぶ。2．児童の
日常生活の中での環境経験から科学的な見方や考え方を育む
沖縄女子短期大
【選択】理科における知的好奇心 ためにどのような経験をしているか子どもの実態把握について考 稲福 純夫（児童教育学科教授）
学
える。3．自然に親しむことと赤土流出等の沖縄の環境問題と理
科における道徳教育について考える。4．理科好きな子どもたちを
育てるために科学や理科の魅力について考察する。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭

7,000円

25人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506399号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

特別支援教育にかかわる制度、対象となる障害種別の基本知
沖縄女子短期大 【選択】特別支援教育の基礎と支 識、個別の教育支援計画の趣旨や合理的配慮など様々な視点
学
援（小）
から障害理解の姿勢を身につけ、支援・指導に役立てられるよ
う、特別支援教育の基礎知識と支援情報を提供する。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月6日

教諭

小学校教諭

8,200円

40人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506400号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

幼児教育の現場で必要な幼児、児童の心理について概説する。
沖縄女子短期大 【選択】幼児・児童の心理の理解
また、沖縄県の幼児教育の課題や発達障害についても考察す
柳生 崇志（児童教育学科准教授）
学
を深める
る。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

7,000円

90人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506401号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

幼児の造形表現に伴う教材は、保育者と子どもを結びつけ、幼児
たちの見方や感じ方の素晴らしさを発見するとともに、感性を育
沖縄女子短期大 【選択】魅力的な造形表現の教材 て人間的な成長を促すことができる。この講座では、幼稚園教育
玉城 哲人（児童教育学科准教授）
学
づくりに向けて
要領を踏まえ、幼児造形の知識と演習を通して「子どもたちにとっ
ての魅力的な造形表現」「一人一人の良さが発揮できる展開」を
考察し、保育実践に生かすことを目的とする。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

35人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506402号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

25人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506403号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大 【選択】保育・教育現場で役立つ
学
ICT活用

嘉数 睦（児童教育学科非常勤講師）

本講座は、保育・教育現場でのコンピュータ活用について考え
る。
1.写真の記録保存、保管方法や活用、情報セキュリティ等を含め
た情報モラルについて考える。
新垣 さき（児童教育学科講師）
2.幼稚園教育要領や幼保連携型認定こども園教育・保育要領、
保育所保育指針を用いて、園内研修や保護者参観等で活用でき
る動画編集について演習を行う。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

子供達の感性・想像力の育ちには、音楽の持つ力と影響力は計
沖縄女子短期大 【選択】成長期における音楽の持 り知れない可能性を秘めている。実際にピアノ・打楽器等を用い
阿波連 佳恵子（児童教育学科非常勤講師）
たアンサンブルの実践を通して、心の通わせ方と相互理解を深
学
つ役割と実践
めるとともに、効果的な芸術鑑賞の在り方も提案する。

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6時間 平成30年8月6日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

40人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506404号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭

7,000円

40人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506405号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月7日

教諭

小学校教諭

7,000円

40人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506406号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

7,000円

35人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506407号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

国語科は、人間形成の基盤をつくる「ことばの力」を育てることに
重要なねらいがある。本講座では、新学習指導要領をふまえ、児
沖縄女子短期大 【選択】授業で使える国語科の指
童に言語力を育てるためにどのような指導（手立て）をすればよ 桃原 亮昌（児童教育学科教授）
学
導法
いかに視点を当て、日常の授業で楽しく実践できることを目指
す。
「コミュニケーション能力とはなにか」について、英語習得理論に
基づく実践事例を紹介します。具体的には、Classroom English
（＝授業で役立つ簡単な教室英語）、及び指導案作成のポイント 又吉 斎（総合ビジネス学科講師）
や様々なアクティビティ（英語活動）導入のヒントなどを紹介しま
す。

講習の期間

主な受講対象者

沖縄県島尻郡
与那原町

沖縄女子短期大 【選択】コミュニケーション能力を
学
育む英語活動

時間数

対象職種

発達を基盤にした遊びと生活の環境構成、自己肯定感を育む支
沖縄女子短期大 【選択】特別支援教育の基礎と支
援の方法を具体的に考えていく。障害理解から保護者支援、発 羽地 知香（児童教育学科非常勤講師）
学
援（幼）
達支援とクラス運営を具体的に考える。

沖縄女子短期大 【選択】ふる里・沖縄の歴史とそ
学
の文化

学習指導要領社会科・総合的な学習内容として郷土の世界遺産
群を中心に、沖縄の歴史・文化に触れ沖縄の来歴を深く理解す
る。また、その意味は限りなく深く、郷土沖縄を愛することにつな
西村 貞雄（琉球大学教育学部名誉教授）
がり、ひいては国際理解教育に結びつくことを理解させる。郷土
を深く知ることは、初めて世界の国々をより深く理解することがで
きるからである。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

7,900円

25人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506408号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
【選択】子育て支援の社会学
学

本講座では幼稚園教育要領にうたわれている「子育て支援」につ
いて社会的背景を理解することを目的とする。日々変化する現代
の社会的状況のなかで、子どもや保護者、周囲を取り巻く社会の 上原 健二（児童教育学科准教授）
人々がどのように子育ち・子育て（親育ち）を捉え、振る舞ってい
るのかについて社会学の視点を踏まえて学ぶ。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

40人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506409号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
【選択】幼児理解と指導法
学

乳幼児期からの発達や生活の連続性を踏まえつつ、幼児の今日
的課題を明確に捉えていく。そこから、今の、幼児教育・保育に指
導の背景となる専門的知見、指導の方法・技術等を学ぶ。保育 平田 美紀（児童教育学科教授）
内容における養護と教育の一体性、幼児の内面理解から表現理
解、集団活動へと展開する学びの連続性等を具体的に学ぶ。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

40人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506410号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月7日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

40人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506411号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大 【選択】算数授業づくりの知恵と
学
技

子ども一人一人が自己肯定感を高め、質の高い豊かな学び合い
をするために教師はどんな知恵と技を身につけなければならない 冨永 佳代子（那覇市教育委員会教科指導員、
沖縄県島尻郡
のかについて、講義と模擬授業を通して考えていく。テキストは、 那覇教育事務所指導主事補、沖縄県算数授業
与那原町
自身のこれまでの実践を理論に基づきながら集約した「算数指導 改善アドバイザー）
のいろは」（無料）を使用する。

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭

7,000円

40人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506412号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
【選択】ＩＣＴ教育
学

本講座は、コンピューターを活用し、授業実践に役立てるもので
ある。
1．PowerPointを活用したフラッシュ型教材の作成方法を実践的
に身につける。
渡久地 啓（総合ビジネス学科教授）
2．Excelのピボットテーブル機能やテーブル機能を用いて、効率
的なアンケート集計方法を実習する。
3．教育現場でのICT機器の活用方法について考える。プログラミ
ング教育についてもふれたい。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭

7,000円

25人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506413号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

改訂された学習指導要領図画工作では、「何を学ぶか」「何がで
きるようになるか」、すなわち育成をめざす資質・能力の観点か
ら、目標、内容の構造、示し方を改善し整理された。教師にとって
沖縄女子短期大 【選択】育てたい力を伸ばす図画
は、児童が自らのよさや可能性を主体的に発揮して創造活動を 玉城 哲人（児童教育学科准教授）
学
工作をめざして
行う姿を意識した授業と評価が求められる。この講座では、改訂
された目標及び内容の理解と、造形教育の知識や演習を通して
教育実践に役立てることをめざす。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月8日

教諭

小学校教諭

7,000円

35人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506414号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
【選択】生涯学習概論
学

生涯学習についての理解を深め、生涯学習社会における学校教
育と社会教育の連携融合の実際について学ぶ。また、本県にお 上原 勝晴（児童教育学科准教授）
ける生涯学習の動向と課題についてふれる。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

7,000円

40人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506415号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大 【選択】「自己理解を園児の成長
学
に」理論と実践

本講習では、参加される保育士または幼稚園教諭自身の内的向
上を目的として段階的エンカウンターグループと解決思考アプ
ローチを用いて「他者を理解することで自身をより深く理解する」 石垣 愛一郎（児童教育学科講師）
という趣旨を基本に自己開示、傾聴、共有、意見交換を活発的に
実践する。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

40人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506416号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
【選択】子ども・子育ての支援
学

本講座のテーマは、改訂幼稚園教育要領にうたわれている「子
育ての支援」とする。子どもたちの安心、安全で自由な生活を守
るために、幼稚園の役割とは何か、そのために、幼稚園は地域と
どのように繋がるかという観点から子ども・子育ての支援につい
砂川 麻世（児童教育学科准教授）
て考える。実践事例を通して、幼稚園全体の教師間の協力体制
を基盤にした、他の幼稚園・小学校や保育所・児童相談所等、地
域のボランティア団体や近隣住民との連携について理解すること
を目的とする。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

40人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506417号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

新幼稚園教育要領では、幼児期の終わりまでに育ってほしい10
沖縄女子短期大
の姿が示された。入園から修了までの育ちの道すじをどの様に
【選択】保育・教育の全体の計画
村吉 和美（児童教育学科非常勤講師）
学
読み取り、指導計画を作成し、日々の保育につながるかを、保育
記録を基にワークショップ等を通して共に考え、保育の質に迫る。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

幼児・児童期の精神世界と深いかかわりを持つ児童文化は、一
般的に大人がつくり出した子どものための、子どもにとっての文
化的連鎖および子ども自身がつくり出した文化の総称として使わ
れる。本講座では①児童文化財（児童文学・絵本・紙芝居・人形 田名 洋子（沖縄国際大学日本文化学科非常
劇等）②児童文化活動③児童文化施設等について沖縄県や他 勤講師）
県の状況にもふれながら特に保育・教育現場で児童文化財が効
果的に活用できるよう具体的な教材・教具を取り上げながら学習
していく。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月8日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

40人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317506418号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

①歌い、踊り、語ってきた人類の歴史をふり返りながら、どのよう
にしたら子ども達が「心を動かすか」に重点をおきながら、指導す
る方法を実践します。ことば、動き、音が未分化に発達する時期
の子ども達に、これから、能力の関係を育てながら指導する方法
二階堂 邦子（横浜女子短期大学教授）
蒲田保育専門学 【選択】教育内容の充実｢現場実
を講習します。
吉武 まつ子（彩の国さいたま親善大使）
校
技充実講座」
②日本の国民が大切にしてきた伝統的な行事や季節の歌、生活
の歌、語り継ぎたい童謡から新しいうたについて、幼稚園等で指
導できるような方法を講習します。子どもや保護者とのコミュニ
ケーションの重要性についての共通理解について実践します。

東京都大田区

6時間 平成30年7月24日

教諭

幼稚園教諭(小学
校教諭可)

8,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-40009505126号

03-3741-7460

http://www.kanno.ac.jp
/

①パネルシアターの創設者である本人の講座を通して、その特
徴や楽しさを知り、基本を学び(復習)し、応用力を養うよう講習し
蒲田保育専門学 【選択】教育内容の充実｢現場実
ます。作品を通して、構成力を養い、創意・工夫等について講習 古宇田 亮順（淑徳大学通信教育課程講師）
校
技充実講座」
しながら、実演(発表)から、作品の魅力を発見し、いろいろ作品の
演じ方を講習します。

東京都大田区

6時間 平成30年7月25日

教諭

幼稚園教諭(小学
校教諭可)

8,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-40009505127号

03-3741-7460

http://www.kanno.ac.jp
/

①子ども達には、何よりも楽しく遊ぶことが大事で、その中から豊
かな心が生まれ、丈夫な体ができていくものであると考えます。
小さい時に生き生きと遊びながら学んだことは、将来、生きる力と
月下 和恵（非常勤講師）
蒲田保育専門学 【選択】教育内容の充実｢現場実 なって現れてくると確信しています。
竹内 エリカ（日本キッズコーチング協会理事
②パネルシアターの作品を通して、その特徴や楽しさを知り、基
校
技充実講座」
長）
本を学び復習し、応用力を養うよう講習します。作品を通して、構
成力を養い、創意・工夫等について講習しながら、実演（発表）か
ら、作品の魅力を発見し、いろいろな作品の演じ方を講習します。

東京都大田区

6時間 平成30年7月26日

教諭

幼稚園教諭(小学
校教諭可)

8,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-40009505128号

03-3741-7460

http://www.kanno.ac.jp
/

①歌い、踊り、語ってきた人類の歴史をふり返りながら、どのよう
にしたら子ども達が「心を動かすか」に重点をおきながら、指導す
る方法を実践します。ことば、動き、音が未分化に発達する時期
の子ども達に、これから、能力の関係を育てながら指導する方法 二階堂 邦子（横浜女子短期大学教授）
蒲田保育専門学 【選択】教育内容の充実｢現場実
竹内 エリカ（日本キッズコーチング協会理事
を講習します。
校
技充実講座」
②子ども達には、何よりも楽しく遊ぶことが大事で、その中から豊 長）
かな心が生まれ、丈夫な体ができていくものであると考えます。
小さい時に生き生きと遊びながら学んだことは、将来、生きる力と
なって現れてくると確信しています。

東京都大田区

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭(小学
校教諭可)

8,000円

50人

平成30年5月21日～
平成30年6月29日

平30-40009505129号

03-3741-7460

http://www.kanno.ac.jp
/

①パネルシアターの作品を通して、その特徴や楽しさを知り、基
本を学び復習し、応用力を養うよう講習します。作品を通して、構
成力を養い、創意・工夫等について講習しながら、実演（発表）か
蒲田保育専門学 【選択】教育内容の充実｢現場実 ら、作品の魅力を発見し、いろいろな作品の演じ方を講習します。 月下 和恵（非常勤講師）
校
技充実講座」
②日本の国民が大切にしてきた伝統的な行事や季節の歌、生活 吉武 まつ子（彩の国さいたま親善大使）
の歌、語り継ぎたい童謡から新しいうたについて、幼稚園等で指
導できるような方法を講習します。子どもや保護者とのコミュニ
ケーションの重要性についての共通理解について実践します。

東京都大田区

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭(小学
校教諭可)

8,000円

50人

平成30年5月21日～
平成30年6月29日

平30-40009505130号

03-3741-7460

http://www.kanno.ac.jp
/

①パネルシアターの創設者である本人の講座を通して、その特
徴や楽しさを知り、基本を学び(復習)し、応用力を養うよう講習し
蒲田保育専門学 【選択】教育内容の充実｢現場実
ます。作品を通して、構成力を養い、創意・工夫等について講習 古宇田 亮順（淑徳大学通信教育課程講師）
校
技充実講座」
しながら、実演(発表)から、作品の魅力を発見し、いろいろ作品の
演じ方を講習します。

東京都大田区

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭(小学
校教諭可)

8,000円

50人

平成30年5月21日～
平成30年6月29日

平30-40009505131号

03-3741-7460

http://www.kanno.ac.jp
/

幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要
な営みである。このため、教員は幼児との信頼関係を築き幼児に
よりよい教育活動を創造し提供することが求められている。教員
竹早教員保育士 【選択】教員の資質の向上と指導
の資質向上が強く求められていることを踏まえて教育の充実に取
養成所
法の研究
り組む。１．敬語入門 ２．心と体の健康づくり ３．食を取り巻く環
境を考える ４．子どもの生活と音楽表現 ５．幼稚園における遊
びと教材の研究 ６．人間関係づくり

齊藤
市川
赤津
中村
加藤
清水
佐藤

光一（所長）
雅美（専任教員）
裕子（専任教員）
香津美（専任教員）
和子（兼任教員）
道代（兼任教員）
廣子（兼任教員）

東京都文京区

18時間

平成30年8月6日～
平成30年8月9日

教諭

幼稚園教諭

20,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-40014506013号

03-3811-7251

http://www.takehaya.a
c.jp

幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要
な営みである。このため、教員は幼児との信頼関係を築き幼児に
よりよい教育活動を創造し提供することが求められている。教員
竹早教員保育士 【選択】教員の資質の向上と指導
の資質向上が強く求められていることを踏まえて教育の充実に取
養成所
法の研究
り組む。１．敬語入門 ２．心と体の健康づくり ３．食を取り巻く環
境を考える ４．子どもの生活と音楽表現 ５．幼稚園における遊
びと教材の研究 ６．人間関係づくり

齊藤
市川
赤津
中村
加藤
清水
佐藤

光一（所長）
雅美（専任教員）
裕子（専任教員）
香津美（専任教員）
和子（兼任教員）
道代（兼任教員）
廣子（兼任教員）

東京都文京区

18時間

平成30年10月20日、
平成30年10月27日、
平成30年11月10日、
平成30年11月17日

教諭

幼稚園教諭

20,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-40014506014号

03-3811-7251

http://www.takehaya.a
c.jp

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭向け

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024506224号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

沖縄女子短期大
【選択】児童文化論
学

名古屋文化学園 【選択】幼児教育のスキルアップ
保育専門学校
を目指して

幼稚園教育を一層充実させることを目的として、（１）集団あそび、
（２）ＯＪＴ（職業内教育）を取り上げる。（１）では、幼児期の人間関
係の形成や集団あそびが重要な課題であることを理解し、その 冨田 祐一（教職課程専任教員）
内容や指導について、実践を通じて学ぶ。（２）、ＯＪＴ（職業内教 森本 浩司（教職課程兼任教員（非常勤））
育）について学ぶことで、組織力や教員としての有能感を向上さ
せるきっかけとなることを期待する。

愛知県名古屋
市
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6時間 平成30年11月3日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成30年12月22日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭向け

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024506225号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年10月13日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭向け

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024506226号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

本講習では、子どもの育ちと遊びの関連とその重要性を考察する
ことを目的として、（１）幼児にとって遊びは生活そのものであると
村上 友香（教職課程専任教員）
の観点から、幼稚園における子どもの姿を通して遊びの意義に
加藤 千夏（金城学院幼稚園教諭）
ついて検討し、（２）子どもや保護者の幼児教育への期待など、子
どもの育ちに関する近年の変化と遊びの関連を理解する。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年12月15日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭向け

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024506227号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

名古屋文化学園 【選択】幼稚園と家庭・地域の連
保育専門学校
携

本講習では、（１）子育て家庭の支援について考察するために、
子どもの家庭環境の変化や支援の方法について理解する、（２） 川角 恭代（教職課程兼任教員）
児童養護施設から通園する子どもの生活を知ることを通じて、幼 榊原 とよ（講師（非常勤））
稚園と家庭・地域との連携のあり方を探ることをねらいとする。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年11月17日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭向け

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024506228号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

名古屋文化学園 【選択】幼稚園と家庭・地域の連
保育専門学校
携

本講習では、（１）子育て家庭の支援について考察するために、
子どもの家庭環境の変化や支援の方法について理解する、（２） 川角 恭代（教職課程兼任教員）
児童養護施設から通園する子どもの生活を知ることを通じて、幼 榊原 とよ（講師（非常勤））
稚園と家庭・地域との連携のあり方を探ることをねらいとする。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年12月24日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭向け

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024506229号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

名古屋文化学園
【選択】幼児期の音楽活動
保育専門学校

本講習では、幼児教育における音楽活動について理解を深め
仙石 美千代（校長・教職課程兼任教員）
る。歌を聴き、歌い、子どもたち自身が楽器で演奏することは、子
桐生 敬子（教職課程兼任教員）
どもの情操教育に欠かせないものである。器楽合奏や歌の伴奏
川端 千香子（教養科目担当講師（非常勤））
法を実践しその指導法や意味について考える。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年10月13日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭向け

6,000円

48人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024506230号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

名古屋文化学園
【選択】幼児期の音楽活動
保育専門学校

本講習では、幼児教育における音楽活動について理解を深め
仙石 美千代（校長・教職課程兼任教員）
る。歌を聴き、歌い、子どもたち自身が楽器で演奏することは、子
桐生 敬子（教職課程兼任教員）
どもの情操教育に欠かせないものである。器楽合奏や歌の伴奏
川端 千香子（教養科目担当講師（非常勤））
法を実践しその指導法や意味について考える。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年12月24日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭向け

6,000円

48人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024506231号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

名古屋文化学園
【選択】脳科学と障がい児保育
保育専門学校

障がいをもつ子どもたちへの保育をより良いものとするために、
本講習では、（１）脳の機能形態を知り、疾病や発達障害と脳との 鈴木 将也（教職課程兼任教員）
関連性を理解する、（２）保育現場での個に応じた保育の実践を 小川 潤子（教職課程兼任教員）
理解することをねらいとする。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年11月3日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭向け

6,000円

48人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024506232号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

名古屋文化学園
【選択】脳科学と障がい児保育
保育専門学校

障がいをもつ子どもたちへの保育をより良いものとするために、
本講習では、（１）脳の機能形態を知り、疾病や発達障害と脳との 鈴木 将也（教職課程兼任教員）
関連性を理解する、（２）保育現場での個に応じた保育の実践を 小川 潤子（教職課程兼任教員）
理解することをねらいとする。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年12月15日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭向け

6,000円

48人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024506233号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

本講習では保育者にとって必要な資質を考える手掛かりを提供
名古屋文化学園 【選択】保育者の資質に関する考 する。また、国際化する社会の中で求められる外国籍の子どもの 松葉 百香（教職課程専任教員）
保育専門学校
察
保育や、各園における子どもを取りまく状況に着目し、自身にとっ 榊原 菜々枝（教職課程兼任教員）
て必要な資質について考察する。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年11月17日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭向け

6,000円

48人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024506234号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

本講習では保育者にとって必要な資質を考える手掛かりを提供
名古屋文化学園 【選択】保育者の資質に関する考 する。また、国際化する社会の中で求められる外国籍の子どもの 松葉 百香（教職課程専任教員）
保育専門学校
察
保育や、各園における子どもを取りまく状況に着目し、自身にとっ 榊原 菜々枝（教職課程兼任教員）
て必要な資質について考察する。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年12月22日

教諭

幼稚園教諭、保
育教諭向け

6,000円

48人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024506235号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

加賀谷 英一（秋田県総合教育センター主任指
導主事）
秋田県潟上市
藤谷 寛（秋田県総合教育センター指導主事）

6時間 平成30年5月25日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

0円

45人

平30-50090505163号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

生活科における気付きの質を高めるための指導の工夫や，幼小
連携を生かした教育活動の在り方について，所属校での実践事
椎名 美穂子（秋田県総合教育センター指導主
例の発表や小学校の「スタートカリキュラム」と幼稚園・保育所・
事）
秋田県潟上市
認定こども園等の「5歳児年間保育計画」等を用いた協議・演習を
黒澤 進（秋田県総合教育センター指導主事）
通して理解を深め，主体的・対話的で深い学びの実現に向け，実
践的な指導力の向上を図る。

6時間 平成30年11月6日

幼稚園・小学校
教諭、幼保連携
型認定こども園
保育教諭

0円

平30-50090505164号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

中学校学習指導要領解説音楽編にある創作分野の指導の基本
阿部 智博（秋田県総合教育センター指導主
的な考え方や具体的な指導と評価のポイントについて，講義や
秋田県教育委員 【選択】音楽のよさや美しさを実感
事）
秋田県潟上市
演習を通して理解を深め，生徒に音楽のよさや美しさを実感させ
大野 一紀（秋田県総合教育センター主任指導
会
する創作の授業
るような授業づくりができるように，実践的な指導力の向上を図
主事）
る。

6時間 平成30年8月31日

中学校教諭（音
楽）

0円

平30-50090505165号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

平30-50090505166号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

平30-50090505167号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

講習の概要

担当講師

講習の開催地

名古屋文化学園 【選択】幼児教育のスキルアップ
保育専門学校
を目指して

幼稚園教育を一層充実させることを目的として、（１）集団あそび、
（２）ＯＪＴ（職業内教育）を取り上げる。（１）では、幼児期の人間関
係の形成や集団あそびが重要な課題であることを理解し、その 冨田 祐一（教職課程専任教員）
内容や指導について、実践を通じて学ぶ。（２）、ＯＪＴ（職業内教 森本 浩司（教職課程兼任教員（非常勤））
育）について学ぶことで、組織力や教員としての有能感を向上さ
せるきっかけとなることを期待する。

愛知県名古屋
市

名古屋文化学園
【選択】子どもの育ちと遊び
保育専門学校

本講習では、子どもの育ちと遊びの関連とその重要性を考察する
ことを目的として、（１）幼児にとって遊びは生活そのものであると
村上 友香（教職課程専任教員）
の観点から、幼稚園における子どもの姿を通して遊びの意義に
加藤 千夏（金城学院幼稚園教諭）
ついて検討し、（２）子どもや保護者の幼児教育への期待など、子
どもの育ちに関する近年の変化と遊びの関連を理解する。

名古屋文化学園
【選択】子どもの育ちと遊び
保育専門学校

「言語活動の充実」についての基本的な考え方や各教科等にお
秋田県教育委員 【選択】各教科等の指導における ける指導と評価のポイントを確認するとともに，各教科に分かれ
会
言語活動の充実
ての言語活動を位置付けた指導の実践発表を通して，思考力・
判断力・表現力等を育む実践的指導力の向上を図る。

秋田県教育委員 【選択】子どもと創る生活科授業
会
の在り方

秋田県教育委員
【選択】図画工作科の授業改善
会

秋田県教育委員 【選択】育成する資質・能力から
会
考える美術の授業

教諭

※一般募集はしない

24人

平成30年4月16日～
平成30年4月27日
※一般募集はしない

18人

平成30年4月16日～
平成30年4月27日
※一般募集はしない

学習指導要領の総則を踏まえ、小学校学習指導要領解説図画
工作編や様々な具体的な事例を基に、図画工作科で育成する資
質・能力についての理解を深める。また、具体的な指導方法につ
いては、演習などを通して授業のねらいと照らし合わせながらそ
の是非を考え、実感的に理解を深める。

大野 一紀（秋田県総合教育センター主任指導
主事）
秋田県潟上市
椎名 美穂子（秋田県総合教育センター指導主
事）

6時間 平成30年6月27日

中学校美術科と高等学校芸術科（美術）の教諭を対象に，各校
種の学習指導要領を踏まえたこれからの美術科・芸術科（美術）
の授業づくりについて考えたり，校種間を貫く視点から身に付け
させる資質や能力を捉え，具体的な事例を基に指導力を高める。
また，表現と鑑賞の関連を図った授業づくりについての理解を深
める。

大野 一紀（秋田県総合教育センター主任指導
主事）
秋田県潟上市
阿部 智博（秋田県総合教育センター指導主
事）

6時間 平成30年9月20日
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教諭

平成30年4月16日～
平成30年4月27日

電話番号

ＵＲＬ

主な受講対象者

講習の名称

受講人数

受講者募集期間

対象職種

開設者名

教諭

小学校教諭

0円

18人

平成30年4月16日～
平成30年4月27日
※一般募集はしない

教諭

中学校・高等学
校教諭（美術）

0円

16人

平成30年4月16日～
平成30年4月27日
※一般募集はしない

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

中学校学習指導要領解説保健体育編・体育編にある保健体育
科の目標及び内容を具現化した授業づくりのために，講義や実 萩原 亨（秋田県総合教育センター指導主事）
秋田県教育委員 【選択】中学校保健体育科授業の
技・演習によって学習指導要領の理解を深めるとともに，担当す 黒澤 望（秋田県総合教育センター主任指導主 秋田県潟上市
会
充実
る学年の学習指導案や授業で使用した学習シート等を持ち寄っ 事）
て協議をするなど実践的な指導力を養う。

6時間 平成30年6月22日

高等学校学習指導要領解説保健体育編・体育編にある保健体
育科の目標及び内容を具現化した授業づくりのために，講義や 萩原 亨（秋田県総合教育センター指導主事）
秋田県教育委員 【選択】高等学校保健体育科授業
実技・演習によって学習指導要領の理解を深めるとともに，担当 黒澤 望（秋田県総合教育センター主任指導主 秋田県潟上市
会
の充実
事）
する学年の学習指導案や授業で使用した学習シート等を持ち
寄って協議をするなど実践的な指導力を養う。

6時間 平成30年7月10日

6時間 平成30年7月6日

道徳教育及び特別の教科道徳，道徳の時間について講義を通し
て理解を深める。また，自校または個人における，道徳教育の推
秋田県教育委員 【選択】小・中学校道徳教育推進
進や道徳の授業に関する実践レポートを作成し，それらを基にし
会
研修講座
た改善策の協議等を通して，道徳教育の実践的な推進力を身に
付ける。

稲川 一男（秋田県総合教育センター指導主
事）
小野寺 輝子（秋田県総合教育センター指導主 秋田県潟上市
事）
藤谷 寛（秋田県総合教育センター指導主事）

6時間 平成30年11月16日

学校で生徒指導のリーダーとして対応するために，学校における
危機管理の在り方や不登校，いじめなどの諸問題への対応，学
級や学校といった集団づくりの視点を中心として，必要な理論及
び実践の在り方等について理解を深める。

鎌田 祐明（秋田県総合教育センター指導主
事）
高橋 華子（秋田県総合教育センター指導主
事）
小野寺 祐（秋田県総合教育センター指導主
事）

秋田県潟上市

教諭

中学校教諭（保
健体育）

受講料

0円

受講人数

12人

受講者募集期間
平成30年4月16日～
平成30年4月27日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平30-50090505168号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

教諭

高等学校教諭
（保健体育）

0円

15人

平成30年4月16日～
平成30年4月27日

平30-50090505169号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

平30-50090505170号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

平30-50090505171号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

平30-50090505172号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

平30-50090505173号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

※一般募集はしない

部谷 靖子（秋田県総合教育センター指導主
事）
佐々木 泰宏（秋田県総合教育センター指導主
秋田県潟上市
事）
長門 里香（秋田県総合教育センター主任指導
主事）

秋田県教育委員
【選択】生徒指導総合研修講座
会

主な受講対象者

※一般募集はしない

社会の変化に対応し改善が図られた新学習指導要領の趣旨を
秋田県教育委員 【選択】社会の変化に対応した技 理解し，これからの技術・家庭科教育の在り方についての講義
や，生活での応用・発展を目指した授業の工夫についての演習
会
術・家庭科の授業
や実験・実習等を通して，実践的な指導力を高める。

学習指導要領解説特別活動編を基に特別活動に関する基本的
佐々木 泰宏（秋田県総合教育センター指導主
な事項や在り方について理解を深めるとともに，自発的・自治的
事）
秋田県教育委員 【選択】魅力ある特別活動を目指
秋田県潟上市
な特別活動の充実を考えたり，学級活動や学校行事を活性化す
森川 剛（秋田県総合教育センター指導主事）
会
して
るための取組を発表・協議したりして，必要な専門的指導力を高
大山 厚（秋田県総合教育センター指導主事）
める。

対象職種

教諭

中学校教諭（技
術、家庭）

0円

14人

平成30年4月16日～
平成30年4月27日
※一般募集はしない

教諭

小学校・中学校
教諭

0円

27人

平成30年4月16日～
平成30年4月27日
※一般募集はしない

6時間 平成30年6月26日

教諭

小学校・中学校
教諭

0円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月27日
※一般募集はしない

6時間 平成30年10月25日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

0円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月27日
※一般募集はしない

いじめ・不登校の問題解決のためには、スクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカー等の外部の専門家と連携した対応
が重要である。学校においてより効果的な連携を推進していくた
福井県教育委員 【選択】教育相談担当教員養成研
めには、教員がカウンセリングや発達障害、支援会議の運営方
会
修
法等についての基礎的な知識や技能を身につけ、コーディネイト
することが必要である。今後、学校の中核となる教員が本研修を
受講することにより、学校の教育相談体制の充実を図る。

五十川 早苗（公益財団法人松原病院臨床心
理士）
後藤 智子（梅花女子大学心理こども学部心理
学科教授）
吉弘 淳一（福井県立大学看護福祉学部大学
院准教授）
廣澤 愛子（福井大学大学院教育学研究科准
福井県福井市
教授）
竹澤 賢樹（びわこ学院大学教育福祉学部講
師）
塚田 孝子（福井県教育総合研究所教育相談
課指導主事）
朝倉 匡哉（福井県教育庁義務教育課指導主
事）

6時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭
養護教諭

福井県公立小中
学校、高等学校
教諭、養護教諭

0円

30人

平成30年4月17日～
平30-50350平成30年5月31日
基本研修のため、一般 504637号
募集は行いません

0776-20-0574

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

いじめ・不登校の問題解決のためには、スクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカー等の外部の専門家と連携した対応
が重要である。学校においてより効果的な連携を推進していくた
福井県教育委員 【選択】教育相談担当教員養成研
めには、教員がカウンセリングや発達障害、支援会議の運営方
会
修
法等についての基礎的な知識や技能を身につけ、コーディネイト
することが必要である。今後、学校の中核となる教員が本研修を
受講することにより、学校の教育相談体制の充実を図る。

五十川 早苗（公益財団法人松原病院臨床心
理士）
後藤 智子（梅花女子大学心理こども学部心理
学科教授）
吉弘 淳一（福井県立大学看護福祉学部大学
院准教授）
廣澤 愛子（福井大学大学院教育学研究科准
福井県小浜市
教授）
竹澤 賢樹（びわこ学院大学教育福祉学部講
師）
塚田 孝子（福井県教育総合研究所教育相談
課指導主事）
朝倉 匡哉（福井県教育庁義務教育課指導主
事）

6時間

平成30年7月30日～
平成30年7月31日

教諭
養護教諭

福井県公立小中
学校、高等学校
教諭、養護教諭

0円

20人

平成30年4月17日～
平成30年5月31日
平30-50350基本研修のため、一般 504638号
募集は行いません

0776-20-0574

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

平成３２年度から実施される、小学校５・６年生における外国語科
と３・４年生における外国語活動の授業に必要な教科指導法を講
義・演習形式で学ぶ。講義では、言語活動を重視したコミュニ
福井県教育委員 【選択】小学校学級担任対象英語 ケーションの必然性を重視した授業の在り方や計画および実践
会
研修
方法等、教室内で活用できる実践的な内容をテーマとして取り上
げる。また、新教材を活用したケーススタディやマイクロティーチ
ングによる演習を取り入れ、受講者が児童と教師役を相互に体
験することで、体験的に講義内容を理解する。

酒井 英樹（信州大学学術研究院教育学系言
語教育グループ教授）
水上 直子（福井県教育庁義務教育課指導主
事）
上田 外史彦（福井県教育庁義務教育課指導
主事）

福井県敦賀市

6時間 平成30年8月1日

教諭

福井県公立小学
校教諭

0円

40人

平成30年4月17日～
平成30年5月18日
平30-50350基本研修のため、一般 504639号
募集は行いません

0778-20-0667

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

平成３２年度から実施される、小学校５・６年生における外国語科
と３・４年生における外国語活動の授業に必要な教科指導法を講
義・演習形式で学ぶ。講義では、言語活動を重視したコミュニ
福井県教育委員 【選択】小学校学級担任対象英語 ケーションの必然性を重視した授業の在り方や計画および実践
会
研修
方法等、教室内で活用できる実践的な内容をテーマとして取り上
げる。また、新教材を活用したケーススタディやマイクロティーチ
ングによる演習を取り入れ、受講者が児童と教師役を相互に体
験することで、体験的に講義内容を理解する。

酒井 英樹（信州大学学術研究院教育学系言
語教育グループ教授）
水上 直子（福井県教育庁義務教育課指導主
事）
上田 外史彦（福井県教育庁義務教育課指導
主事）

福井県福井市

6時間 平成30年8月7日

教諭

福井県公立小学
校教諭

0円

40人

平成30年4月17日～
平成30年5月18日
平30-50350基本研修のため、一般 504640号
募集は行いません

0778-20-0667

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（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

平成３２年度から実施される、小学校５・６年生における外国語科
と３・４年生における外国語活動の授業に必要な教科指導法を講
義・演習形式で学ぶ。講義では、言語活動を重視したコミュニ
福井県教育委員 【選択】小学校学級担任対象英語 ケーションの必然性を重視した授業の在り方や計画および実践
方法等、教室内で活用できる実践的な内容をテーマとして取り上
会
研修
げる。また、新教材を活用したケーススタディやマイクロティーチ
ングによる演習を取り入れ、受講者が児童と教師役を相互に体
験することで、体験的に講義内容を理解する。

担当講師

酒井 英樹（信州大学学術研究院教育学系言
語教育グループ教授）
水上 直子（福井県教育庁義務教育課指導主
事）
上田 外史彦（福井県教育庁義務教育課指導
主事）

講習の開催地

時間数

福井県福井市

講習の期間

藤井 まさ子(山梨学院大学健康栄養学部管理
栄養学科教授）
本講習は教諭、栄養教諭、養護教諭免許状取得教員を対象とし
深澤 早苗(山梨学院短期大学食物
山梨県教育委員 【選択】食育推進のための指導力 た選択講習である。食物アレルギーへの対応や肥満・痩身傾向 栄養科教授)
山梨県笛吹市
児等に対する個別的な相談指導について学ぶことにより、食育を
会
向上Ⅱ
担う教員としての指導力向上を目指す。

受講人数

受講者募集期間

主な受講対象者

教諭

福井県公立小学
校教諭

0円

40人

6時間 平成30年7月25日

教諭
教諭、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭向け
養護教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月27日

6時間 平成30年7月26日

教諭
教諭、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭向け
養護教諭

6,000円

30人

6時間 平成30年7月27日

教諭
教諭、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭向け
養護教諭

6,000円

長野市小・中学
校に勤務する教
諭・養護教諭のう
教諭
養護教諭 ち「長野市キャリ
アアップ研修Ⅲ」
受講対象者

長野市立小・中
学校に勤務する
教諭・養護教諭

6時間 平成30年8月8日

松本 晴美(山梨学院大学健康栄養学部管理栄
本講習は教諭、栄養教諭、養護教諭免許状取得教員を対象とし 養学科教授)
山梨県教育委員 【選択】食育推進のための指導力 た選択講習である。食育の重要性、児童生徒の食生活の現状と
古閑 美奈子(山梨学院大学健康栄養
山梨県笛吹市
課題、食生活と健康との関わりについて学ぶことにより、食育を 学部管理栄養学科准教授)
会
向上Ⅰ
担う教員としての指導力向上を目指す。
髙尾 順子(山梨県
教育庁スポーツ健康課指導主事)

受講料

対象職種

認定番号

平成30年4月17日～
平30-50350平成30年5月18日
基本研修のため、一般 504641号
募集は行いません

電話番号

ＵＲＬ

0778-20-0667

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

平30-50370506319号

055-223-1785

http://www.pref.yaman
ashi.jp/gimukyo/index.h
tml

平成30年4月16日～
平成30年5月27日

平30-50370506320号

055-223-1785

http://www.pref.yaman
ashi.jp/gimukyo/index.h
tml

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月27日

平30-50370506321号

055-223-1785

http://www.pref.yaman
ashi.jp/gimukyo/index.h
tml

0円

50人

平成30年4月17日～
平成30年4月27日

平30-50400506487号

026-223-0070

http://www.naganongn.ed.jp/edcenter/

0円

55人

平成30年4月17日～
平成30年4月27日

平30-50400506488号

026-223-0070

http://www.naganongn.ed.jp/edcenter/

1,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-50630506032号

0852-22-6606

http://www.pref.shiman
e.lg.jp/admin/license/s
hikaku/kyoin_menkyo/
menkyokoushin.html

1,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-50630506033号

0852-22-6606

http://www.pref.shiman
e.lg.jp/admin/license/s
hikaku/kyoin_menkyo/
menkyokoushin.html

教諭

幼稚園教諭免許
状を有する岡山
市公立保育園，
岡山市立認定こ
ども園，岡山市立
幼稚園に勤務す
る正規職員

0円

160人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-50651504858号

086-944-7255

http://www.city.okaya
ma.jp/kyouiku/sougouk
youiku/index.html

教諭

幼稚園教諭免許
状を有する岡山
市公立保育園，
岡山市立認定こ
ども園，岡山市立
幼稚園に勤務す
る正規職員

0円

160人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-50651504859号

086-944-7255

http://www.city.okaya
ma.jp/kyouiku/sougouk
youiku/index.html

窪田 ありさ(元山梨学院大学食物栄養科助手)
丹澤 一浩（山梨県教育庁義務教育課指導主
事）
本講習は教諭、栄養教諭、養護教諭免許状取得教員を対象とし
榛原 砂穂理(山梨県教育庁義務教育課指導主
山梨県教育委員 【選択】食育推進のための指導力 た選択講習である。特別活動や関連する教科における食に関す
山梨県笛吹市
事）
る指導のあり方について学ぶことにより、食育を担う教員としての
会
向上Ⅲ
山本 晃司(山梨県教育庁スポーツ健康課指導
指導力向上を目指す。
主事)

長野市の小・中学校教員を対象に、これまでの自己実践を振り
返ることを通して、教員としての在り方や今後のキャリアアップに
ついて考える。また、ミドルリーダーとして高めるべき資質能力
長野市教育委員
【選択】キャリアアップ研修Ⅲ①②
（主に学年組織マネジメントや学校組織マネジメントの基礎知識、
会
リスクマネジメントの在り方）を学ぶとともに、ストレスマネジメント
など感情と上手く向き合うことの必要性を学ぶ。

荒井
授）
今井
事）
木村
上原

英治郎（信州大学教職支援センター准教
睦俊（長野市教育センター主任指導主

平成30年10月22日、
平成30年10月25日

長野県長野市

6時間

長野県長野市

6時間 平成30年8月17日

公男（長野市教育センター指導主事）
伸（長野市教育センター指導主事）

長野市教育委員
【選択】教育の情報化
会

教育の情報化について、情報モラル・セキュリティの喫緊の課題
について理解を深める。また、児童生徒一人一人の情報活用能 中澤 康匡（長野市教育センター指導主事）
力の育成の在り方、ＩＣＴを活用した授業（電子黒板、タブレット、 上原 伸（長野市教育センター指導主事）
電子教科書、e-Learning等）の在り方、プログラミング教育の基礎 木村 公男（長野市教育センター指導主事）
と実践の在り方について講義と演習を行う。

島根県教育委員 【選択】教育に関する社会的、制
会
度的又は経営的事項Ａ

本講習では、教育行政に関する事項として、近年の我が国の教
育改革の動向について取り扱う。具体的には、新自由主義的な
小早川 倫美（島根大学教育学部初等教育開
内容を基調とした教育改革を中心に取り上げるとともに、諸改革
発講座講師）
が学校経営などに及ぼす影響について解説を行う。
※免許法認定講習の受講者は更新講習の受講料は不要です。

島根県松江市

6.6時間 平成30年7月28日

島根県教育委員 【選択】教育に関する社会的、制
会
度的又は経営的事項Ｂ

本講習では、学校経営に関する事項として、学校の組織マネジメ
ントについて取り上げ、教育改革の具体的政策である「チーム学
校」への対応やコミュニティ・スクールを中心とした学校と地域と 熊丸 真太郎（島根大学大学院教育学研究科
の連携の在り方に関して、教員としてどのように取り組んでいくか 准教授）
考える。
※免許法認定講習の受講者は更新講習の受講料は不要です。

島根県松江市

6.6時間 平成30年7月29日

岡山市教育委員 【選択】特別支援教育・遊びと環
会
境

・支援を要する子どもに対する基本的な理解を深めるとともに，周
りの子どもへの支援，学級集団づくり等で配慮すべきことについ
て具体的な事例から学ぶ。また，日々の実践を振り返り，各自の
課題を意識しより良い学級集団づくりへの手立てを探る。
・幼児が思わず関わりたくなるような環境を構成するために大切
なことや，幼児教育のねらいを実現していくための総合的な指導
等について，事例を通して理解を深める。

青山 新吾（ノートルダム清心女子大学人間生
活学部准教授）
塩路 晶子（鳴門教育大学大学院学校教育研
究科准教授）

・幼児期に大切にすべき力を，教育要領等を読み解く中で考え
る。また，絵本の読み聞かせの意義や絵本を選ぶ視点，読み聞
かせのポイントについて学ぶ。さらに，小学校以降の教育とのつ
岡山市教育委員 【選択】保育教材研究（絵本）・保
ながりについても考える。
会
育に生かせるカウンセリング
・基礎的なカウンセリングの理論を学ぶとともに，子どもや保護者
理解を深める上での効果的な活用の仕方について考える。また，
カウンセリングの基本的な技法について体験しながら学ぶ。

吉澤 佳子（元岡山市立富山幼稚園長）
児子 千鶴子（ノートルダム清心女子大学人間
生活学部講師）
玉瀬 友美（高知大学教育学部教授）

岡山県岡山市

岡山県岡山市
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6時間 平成30年7月1日

6時間 平成30年9月16日

教諭
養護教諭

島根県内に勤務
する公立学校の
教員、養護教員
及び実習助手
教諭
※本講習は免許
養護教諭 法認定講習を利
用して行う予定の
ため、免許法認
定講習の受講者
を優先します。
島根県内に勤務
する公立学校の
教員、養護教員
及び実習助手
教諭
※本講習は免許
養護教諭 法認定講習を利
用して行う予定の
ため、免許法認
定講習の受講者
を優先します。

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

・幼児自らが音や音楽で十分遊び，表現する楽しさを味わうため
にどのように音楽に関わる活動を豊かにしていけば良いか，具体
【選択】幼稚園教育要領５領域の 的な演習等を通して学ぶ。また，小学校教育とのつながりについ 吉永 早苗（岡山県立大学保健福祉学部教授）
岡山市教育委員
山下 文一（松蔭大学コミュニケーション文化学 岡山県岡山市
「表現」について・子どもの発達と て考える。
会
・０歳児から小学校入学前後の時期の子どもの発達を理解すると 部教授）
学び
ともに，就学前教育が世界的に見てどのように考えられ，どのよ
うな指導がふさわしいのかデータをもとに理解を深める。

6時間 平成30年10月21日

学校組織の特徴を理解したうえで、現在の学校組織が陥りやす
い、また、既に陥っている問題点を探るとともに、その課題をとら
谷内 俊二（高知県教育センター管理職研修担
高知県教育委員 【選択】学校組織マネジメント基礎 え、解決方法を考えることを通して、基礎的・基本的な組織マネジ
当チーフ）
高知県高知市
メントを学ぶ。具体的には、民間企業と公立学校の相違点と共通
会
講座
夛田 哲也（高知県教育センター指導主事）
点、学校組織の特徴とその理解に関する講義、学校経営ビジョン
づくりの演習とその解説。

6時間 平成30年7月14日

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

教諭

幼稚園教諭免許
状を有する岡山
市公立保育園・
岡山市立認定こ
ども園・岡山市立
幼稚園に勤務す
る正規職員

0円

160人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-50651504860号

086-944-7255

http://www.city.okaya
ma.jp/kyouiku/sougouk
youiku/index.html

教諭
高知県公立学校
養護教諭
教員
栄養教諭

0円

50人

平成30年5月1日～
平成30年5月25日

平30-50770506312号

088-866-3890

http://www.pref.kochi.l
g.jp

高知県教育委員 【選択】図画工作・美術・工芸の
会
授業づくり実践講座

小学校の図画工作から高等学校芸術（美術・工芸）までの学習指
導要領のつながりを知り、発達段階に併せた教科の目標を確認
する。また、学習指導要領の趣旨を具体化した授業やこれから求
岡本 絵里（高知県教育センター指導主事）
められる授業の在り方について映像等の具体を用いて確認する
とともに、異校種間での実践交流を行い、今後の授業実践に生
かせるものとする。

高知県高知市

6時間 平成30年9月1日

教諭

高知県公立学校
の図画工作・美
術・工芸を担当す
る教諭

0円

10人

平成30年5月1日～
平成30年5月25日

平30-50770506313号

088-866-3890

http://www.pref.kochi.l
g.jp

高知県教育委員 【選択】初級英語ディベート講座
会
～理論と実践～

生徒の思考力・判断力・表現力を伸ばし、また、英語の４技能を
統合的に指導するために有効な活動として、ディベート学習が挙
上田 妙（高知県教育センター指導主事）
げられている。ディベートは、教員による一方的な講義形式とは
金井 美穂（高知県教育センター指導主事）
異なり、生徒が自ら考えたことを表現したり、その場で相手の意
竹本 佳奈（高知県教育センター指導主事）
見に対して自分の意見を伝える場面が多くある。そのディベート
学習を授業にどのように取り入れるのかについて研修を行う。

高知県高知市

6時間 平成30年9月8日

教諭

高知県公立学校
の英語を担当す
る教諭

0円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月25日

平30-50770506314号

088-866-3890

http://www.pref.kochi.l
g.jp

高知県教育委員 【選択】楽しい理科観察・実験講
会
座（中・高等学校）

中学校及び高等学校教員を対象として、生徒が科学的な思考
力・表現力を身に付けるための授業づくりについて学習指導要領
弘田 知佐子（高知県教育センター指導主事）
に基づき講義を行う。また、生徒が探究的に学ぶための観察・実
清本 祥一（高知県教育センター指導主事）
験に係る知識や技能に関する講義・実習を行う。

高知県高知市

6時間 平成30年9月22日

教諭

高知県公立中学
校・高等学校の
理科を担当する
教諭

0円

16人

平成30年5月1日～
平成30年5月25日

平30-50770506315号

088-866-3890

http://www.pref.kochi.l
g.jp

高知県教育委員 【選択】これからの生徒指導と教
会
育相談講座

生徒指導の推進に関する講義及び生徒指導の視点を生かした
授業づくりや組織的な生徒指導の推進に関わるワークショップ型
研修を行う。いじめの実態や対応についての講義や演習を行う。
教育相談・学級経営等に役立つ人間関係づくりの理論と技法に
関する講義・演習を事例を用いて行う。

岡﨑 大幸（高知県教育委員会事務局人権教
育課指導主事）
有澤 拓也（高知県教育委員会事務局人権教
育課指導主事）
西森 一彰（高知県心の教育センター指導主
事）
橋田 英子（高知県心の教育センター指導主
事）

高知県高知市

6時間 平成30年9月29日

教諭
高知県公立学校
養護教諭
教員
栄養教諭

0円

50人

平成30年5月1日～
平成30年5月25日

平30-50770506316号

088-866-3890

http://www.pref.kochi.l
g.jp

高知県教育委員 【選択】楽しい理科観察・実験講
会
座（小学校）

小学校教員を対象として、児童が科学的な思考力・表現力を身に
付けるための授業づくりについて学習指導要領に基づき講義を 足達 伸司（高知県教育センター指導主事）
行う。また、児童が探究的に学ぶための観察・実験に係る知識や 斉藤 竜夫（高知県教育センター指導主事）
技能に関する講義・実習を行う。

高知県高知市

6時間 平成30年10月13日

教諭

高知県公立小学
校の教諭

0円

16人

平成30年5月1日～
平成30年5月25日

平30-50770506317号

088-866-3890

http://www.pref.kochi.l
g.jp

高知県教育委員 【選択】今求められている学力を
会
育むための授業づくり基礎講座

今求められている学力を育むための授業づくりを行うために、若
年教員研修で活用している「高知県授業づくりBasicガイドブック平成29年度改訂版-」の内容を主な研修資料として、学習指導案
の作成方法、教材研究の仕方及び研究授業の視点等を理解す
ることを目的とした講義・演習を行う。

三好 文（高知県教育センター若年教員研修担
当チーフ）
高知県高知市
別役 千世（高知県教育センター研究開発・グ
ローバル教育担当チーフ）

6時間 平成30年11月17日

教諭

高知県公立学校
の教諭

0円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月25日

平30-50770506318号

088-866-3890

http://www.pref.kochi.l
g.jp

運動やスポーツに親しむ資質・能力及び運動が健康に果たす役
割、健康な生活を実践するための資質・能力を図るなど、調和の
とれた生徒の体力向上を図るための指導法を習得し、保健体育 谷口 行孝（スポーツ指導センター主幹）
宮崎県教育委員 【選択】地区保健体育科授業力ス
学習を効果的に展開するための指導者の資質向上を目的とす
園田 浩二（スポーツ指導センター指導主事）
会
テップアップセミナー
る。
鍋西 幸治（スポーツ指導センター指導主事）
①実技 「体つくり運動」「球技（ネット型）」
②講義 「生徒の体力向上を図るための指導者の役割」

宮崎県日向市

6時間 平成30年6月29日

教諭

中学校・高等学
校の保健体育科
担当教諭、特別
支援学校教諭

0円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月1日

平30-50890504472号

0985-26-7249

一般募集は行わない

幼児期運動指針に基づいて、発達の段階に即した幼児から体を
使った遊びをとおして、適切に基礎的な動きを身に付けることや、
児童が多様な動きや運動計画の立て方を身に付け、自ら進んで 谷口 行孝（スポーツ指導センター主幹）
宮崎県教育委員 【選択】学校体育授業力ジャンプ
体力の向上に取り組むことができるようにするための指導方法の 園田 浩二（スポーツ指導センター指導主事）
会
アップセミナー（体つくり運動）
改善及び充実に資する。
鍋西 幸治（スポーツ指導センター指導主事）
①講義 「子供の体力向上を図るための指導者の役割」
②実技 「運動遊び」「体つくり運動」

宮崎県宮崎市

6時間 平成30年7月5日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校教
諭

0円

100人

平成30年4月16日～
平成30年6月8日

平30-50890504473号

0985-26-7249

一般募集は行わない

保健体育学習を効果的に展開するために、武道（柔道）の授業の
進め方について研修するとともに、安全に配慮した学習指導方法 谷口 行孝（スポーツ指導センター主幹）
宮崎県教育委員 【選択】学校体育授業力ジャンプ
の改善及び充実に資する。
園田 浩二（スポーツ指導センター指導主事）
会
アップセミナー（武道）
①講義 「学習指導要領に対応した武道の取扱い」
鍋西 幸治（スポーツ指導センター指導主事）
②実技 「柔道」

宮崎県宮崎市

6時間 平成30年7月10日

教諭

中学校・高等学
校の保健体育科
担当教諭、特別
支援学校教諭

0円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-50890504474号

0985-26-7249

一般募集は行わない

運動やスポーツに親しむ資質・能力及び運動が健康に果たす役
割、健康な生活を実践するための資質・能力を図るなど、調和の 谷口 行孝（スポーツ指導センター主幹）
宮崎県教育委員 【選択】地区体育科授業力ステッ
とれた児童の体力向上を図るための指導法を習得し、体育学習 園田 浩二（スポーツ指導センター指導主事）
会
プアップセミナー
を効果的に展開するための指導者の資質向上をねらいとする。 鍋西 幸治（スポーツ指導センター指導主事）
①講義 「保健」 ②実技 「陸上運動系」

宮崎県日之影
町

6時間 平成30年7月24日

教諭

小学校、特別支
援学校教諭

0円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-50890504475号

0985-26-7249

一般募集は行わない

運動やスポーツに親しむ資質・能力及び運動が健康に果たす役
割、健康な生活を実践するための資質・能力を図るなど、調和の 谷口 行孝（スポーツ指導センター主幹）
宮崎県教育委員 【選択】地区体育科授業力ステッ
とれた児童の体力向上を図るための指導法を習得し、体育学習 園田 浩二（スポーツ指導センター指導主事）
会
プアップセミナー
を効果的に展開するための指導者の資質向上をねらいとする。 鍋西 幸治（スポーツ指導センター指導主事）
①講義 「保健」 ②実技 「陸上運動系」

宮崎県小林市

6時間 平成30年7月26日

教諭

小学校、特別支
援学校教諭

0円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-50890504476号

0985-26-7249

一般募集は行わない
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

運動やスポーツに親しむ資質・能力及び運動が健康に果たす役
割、健康な生活を実践するための資質・能力を図るなど、調和の 谷口 行孝（スポーツ指導センター主幹）
宮崎県教育委員 【選択】地区体育科授業力ステッ
とれた児童の体力向上を図るための指導法を習得し、体育学習 園田 浩二（スポーツ指導センター指導主事）
会
プアップセミナー
を効果的に展開するための指導者の資質向上をねらいとする。 鍋西 幸治（スポーツ指導センター指導主事）
①講義 「保健」 ②実技 「陸上運動系」

鹿児島県教育委
【選択】小学校 道徳
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，小学校道徳に関する学習指導の在り方等について，
小学校学習指導要領を基に講義を行う。また，各自の実践事例
を基に指導上の課題と改善策について協議したり，学習指導案
を作成したりする。

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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
鹿児島県教育委 【選択】小学校 総合的な学習の に対して，小学校総合的な学習の時間に関する学習指導の在り
方等について，小学校学習指導要領を基に講義を行う。また，各
員会
時間
自の実践事例を基に指導上の課題と改善策について協議した
り，学習指導案を作成したりする。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

宮崎県西都市

6時間 平成30年7月31日

教諭

小学校、特別支
援学校教諭

0円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-50890504477号

0985-26-7249

一般募集は行わない

中熊 信仁（鹿児島県総合教育センター教科教
鹿児島県鹿児
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 島市
育研修課研究主事）

6時間 平成30年7月25日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504487号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

肥後 功和（鹿児島市教育委員会学校教育課
指導主事）
有村 和章（鹿児島市教育委員会学校教育課
指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月25日

小学校教諭，特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭，栄
栄養教諭
養教諭

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504488号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】小学校 特別活動
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，小学校学習指導要領における特別活動の目標や内容
を解説するとともに，特別活動の指導法の工夫・改善についての
専門的・実践的な講義・演習を行う。

加藤 淳一（鹿児島県総合教育センター教科教
鹿児島県鹿児
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 島市
育研修課研究主事）

6時間 平成30年7月25日

小学校教諭，特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭，栄
栄養教諭
養教諭

0円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504489号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】小学校 生徒指導
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，学校カウンセリングの考え方に基づいた小学校におけ
る生徒指導上の諸課題への対応や未然防止に向けた取組，生
徒指導体制の確立などについての講義や演習を行う。

渕脇 広智（鹿児島県総合教育センター教育相
談課研究主事）
日髙 京美（鹿児島県総合教育センター教育相 鹿児島県鹿児
島市
談課係長）
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）

6時間 平成30年7月25日

小学校教諭，特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭，栄
栄養教諭
養教諭

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504490号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】小学校 学級経営
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，小学校の学級経営の在り方について講義を行う。ま
た，個々の実践例を基に，指導上の課題と改善策について協議
する。

脇 博美（鹿児島市教育委員会学校教育課指
導主事）
有田 成志（鹿児島市教育委員会学校教育課
指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月25日

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504491号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委 【選択】小学校・特別支援学校
員会
学校カウンセリング

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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，教育相談活動の力量を高める学校カウンセリングの理
論と方法についての理解を深めるために，授業や学級経営等に
おける開発的カウンセリングの積極的活用，教育相談場面を想
定したロールプレイング，事例研究会の進め方などの講義や演
習を行う。

日髙 京美（鹿児島県総合教育センター教育相
鹿児島県鹿児
談課係長）
塚元 宏雄（鹿児島県総合教育センター教育相 島市
談課課長）

6時間 平成30年7月25日

小学校教諭，特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭，栄
栄養教諭
養教諭

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504492号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委 【選択】小学校・特別支援学校
員会
情報教育

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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，情報教育の内容・方法を解説するとともに，教科指導
における情報教育や情報モラルの指導，学習指導へのICT利活
用の在り方について，学習指導案作成を中心に講義・演習を行
う。

川原 省吾（鹿児島県総合教育センター情報教
育研修課研究主事）
鹿児島県鹿児
図師 弘秋（鹿児島県総合教育センター情報教 島市
育研修課課長）

6時間 平成30年7月25日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504493号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】小学校 国語
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，小学校学習指導要領の国語科の目標及び内容を解説
するとともに，確かな学力を身に付けさせるための国語科学習指
導法について，演習も含めた講義を行う。

宮脇 一郎（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課義務教育研修係長）
福永 秀樹（鹿児島県総合教育センター教科教 鹿児島県鹿児
育研修課研究主事）
島市
小野 修（鹿児島県総合教育センター企画課研
究主事）

12時間

平成30年7月26日～
平成30年7月27日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504494号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】小学校 社会
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，小学校学習指導要領の社会科の目標及び内容を解説
するとともに，確かな学力を身に付けさせるための社会科学習指
導法について，演習も含めた講義を行う。

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）
中野 明博（鹿児島県総合教育センター教職研
修課課長）
鹿児島県鹿児
脇坂 郁文（鹿児島県総合教育センター企画課 島市
課長）
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）

12時間

平成30年7月26日～
平成30年7月27日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504495号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】小学校 算数
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）及び
鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者に対し
て，小学校学習指導要領の算数科の目標及び内容を解説すると
ともに，確かな学力を身に付けさせるための算数科学習指導法
について，演習も含めた講義を行う。

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）
脇坂 郁文（鹿児島県総合教育センター企画課
課長）
鹿児島県鹿児
塚元 宏雄（鹿児島県総合教育センター教育相 島市
談課課長）
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）

12時間

平成30年7月26日～
平成30年7月27日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504496号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】小学校 理科
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，小学校学習指導要領の理科の目標及び内容を解説す
るとともに，確かな学力を身に付けさせるための理科学習指導法
について，演習も含めた講義を行う。

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）
中野 明博（鹿児島県総合教育センター教職研
修課課長）
鹿児島県鹿児
図師 弘秋（鹿児島県総合教育センター情報教 島市
育研修課課長）
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）

12時間

平成30年7月26日～
平成30年7月27日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504497号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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教諭

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

平成30年7月26日～
平成30年7月27日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504498号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

12時間

平成30年7月26日～
平成30年7月27日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504499号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

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）
徳重 正宏（鹿児島県教育庁義務教育課指導 鹿児島県鹿児
島市
主事）
渕脇 広智（鹿児島県総合教育センター教育相
談課研究主事）

12時間

平成30年7月26日～
平成30年7月27日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504500号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

当房 孝子（鹿児島県総合教育センター企画課
研究主事）
中野 明博（鹿児島県総合教育センター教職研
鹿児島県鹿児
修課課長）
図師 弘秋（鹿児島県総合教育センター情報教 島市
育研修課課長）
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）

12時間

平成30年7月26日～
平成30年7月27日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

10人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504501号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鎌田 志穂（鹿児島県総合教育センター特別支
鹿児島県鹿児
援教育研修課研究主事）
水野 高明（鹿児島県総合教育センター特別支 島市
援教育研修課係長）

12時間

平成30年7月26日～
平成30年7月27日

小学校教諭，特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭，栄
栄養教諭
養教諭

0円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504502号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

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
本田 和也（鹿児島県総合教育センター特別支
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
鹿児島県鹿児
援教育研修課研究主事）
鹿児島県教育委 【選択】特別支援学校・特別支援
に対して，障害のある幼児児童生徒の心理や教育課程，指導法
川田 耕太郎（鹿児島県総合教育センター特別 島市
員会
学級における指導・支援
に関する研修を行い，障害のある幼児児童生徒への教育に携わ
支援教育研修課研究主事）
る教員としての専門性の向上を目指す。

12時間

平成30年7月26日～
平成30年7月27日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504503号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504504号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

小学校教諭，特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭，栄
栄養教諭
養教諭

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504505号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】小学校 生活
員会

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）
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
中野 明博（鹿児島県総合教育センター教職研
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
鹿児島県鹿児
修課課長）
に対して，小学校学習指導要領の生活科の目標及び内容を解説
迫田 博幸（鹿児島県総合教育センター特別支 島市
するとともに，確かな学力を身に付けさせるための生活科学習指
援教育研修課課長）
導法について，演習も含めた講義を行う。
牧野田 弘一（鹿児島県教育庁義務教育課指
導主事）

12時間

鹿児島県教育委
【選択】小学校 音楽
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，小学校学習指導要領の音楽科の目標及び内容を解説
するとともに，確かな学力を身に付けさせるための音楽科学習指
導法について，演習も含めた講義を行う。

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）
内 真奈美（鹿児島県教育庁義務教育課指導 鹿児島県鹿児
島市
主事）
川原 省吾（鹿児島県総合教育センター情報教
育研修課研究主事）

鹿児島県教育委
【選択】小学校 図画工作
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，小学校学習指導要領の図画工作科の目標及び内容を
解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるための図画工作
科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

鹿児島県教育委
【選択】小学校 家庭
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，小学校学習指導要領の家庭科の目標及び内容を解説
するとともに，確かな学力を身に付けさせるための家庭科学習指
導法について，演習も含めた講義を行う。

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
鹿児島県教育委 【選択】特別支援教育 通常の学 者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，発達障害に関する理解や具体的な指導・支援の在り
員会
級における指導・支援
方に関する研修を行い，指導力の向上を目指す。

鹿児島県教育委 【選択】小学校・特別支援学校
員会
体育授業実践講座

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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，小学校体育科及び特別支援学校体育科・保健体育科
に関する学習指導の在り方について小学校学習指導要領を基に
講義・実技を行う。また，個々の実践事例を基に，指導上の課題
と改善策について協議する。

長井 忠寅（鹿児島県総合体育センター体育研
鹿児島県鹿児
修主事）
本村 恵（鹿児島県総合体育センター体育研修 島市
主事）

12時間

平成30年7月26日～
平成30年7月27日

鹿児島県教育委
【選択】健康教育
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，養護教諭の職務や現代的な健康課題，養護教諭等の
専門性を生かした健康教育の進め方について講義・演習を行う。
なお，２日目は，主に養護教諭対象と主に栄養教諭対象に講座
を伏線化し，栄養教諭に対しては，「食に関する指導の進め方」
「給食管理」など栄養教諭に特化した講義・演習を行う。

濱田 有希（鹿児島県教育庁保健体育課主任
指導主事兼係長）
畠野 裕昭（鹿児島県教育庁保健体育課指導
主事）
山口 伸一（鹿児島県教育庁保健体育課指導
主事）
德田 清信（鹿児島県教育庁保健体育課指導
主事）
馬場 晴子（鹿児島県教育庁保健体育課指導
主事）
櫁柑 奈々恵（鹿児島県教育庁保健体育課指
導主事）

12時間

平成30年7月26日～
平成30年7月27日

鹿児島県教育委
【選択】中学校 道徳
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，中学校道徳に関する学習指導の在り方等について，
中学校学習指導要領を基に講義を行う。また，各自の実践事例
を基に指導上の課題と改善策について協議したり，学習指導案
を作成したりする。

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）
鹿児島県鹿児
橋口 俊一（鹿児島県総合教育センター教科教 島市
育研修課研究主事）

6時間 平成30年8月1日

教諭

中学校教諭

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504506号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
鹿児島県教育委 【選択】中学校 総合的な学習の に対して，中学校総合的な学習の時間に関する学習指導の在り
員会
時間
方等について，中学校学習指導要領を基に講義を行う。また，各
自の実践事例を基に指導上の課題と改善策について協議した
り，学習指導案を作成したりする。新免許状対応。

森 拓郎（鹿児島市教育委員会学校教育課指
導主事）
福 雅彰（鹿児島市教育委員会学校教育課指
導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭
栄養教諭

中学校教諭，養
護教諭，栄養教
諭

0円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504507号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，中学校総合的な学習の時間に関する学習指導の在り
方等について，中学校学習指導要領を基に講義を行う。また，各
自の実践事例を基に指導上の課題と改善策について協議した
り，学習指導案を作成したりする。新免許状対応。

新屋 典子（鹿児島市教育委員会学校教育課
指導主事）
吉留 雅樹（鹿児島市教育委員会学校教育課
指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭
栄養教諭

中学校教諭，養
護教諭，栄養教
諭

0円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504508号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】中学校 特別活動
員会

鹿児島県鹿児
島市
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

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

主な受講対象者

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭
栄養教諭

中学校教諭，養
護教諭，栄養教
諭

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504509号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

永里 護（鹿児島県総合教育センター教職研修
鹿児島県鹿児
課研究主事）
上栗 博文（鹿児島県総合教育センター教職研 島市
修課研究主事）

6時間 平成30年8月1日

教諭

中学校教諭

0円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504510号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

日髙 京美（鹿児島県総合教育センター教育相
鹿児島県鹿児
談課係長）
塚元 宏雄（鹿児島県総合教育センター教育相 島市
談課課長）

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭
栄養教諭

中学校教諭，高
等学校教諭，養
護教諭，栄養教
諭

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504511号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】中学校 生徒指導
員会

渕脇 広智（鹿児島県総合教育センター教育相
鹿児島県鹿児
談課研究主事）
塚元 宏雄（鹿児島県総合教育センター教育相 島市
談課課長）

鹿児島県教育委
【選択】中学校 学級経営
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，中学校の学級経営の在り方について講義を行う。ま
た，個々の実践例を基に，指導上の課題と改善策について協議
する。

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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，教育相談活動の力量を高める学校カウンセリングの理
鹿児島県教育委 【選択】中学校・高等学校 学校カ
論と方法についての理解を深めるために，授業や学級経営等に
員会
ウンセリング
おける開発的カウンセリングの積極的活用，教育相談場面を想
定したロールプレイング，事例研究会の進め方などの講義や演
習を行う。新免許状対応。

時間数

対象職種

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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，学校カウンセリングの考え方に基づいた小学校におけ
る生徒指導上の諸課題への対応や未然防止に向けた取組，生
徒指導体制の確立などについての講義や演習を行う。新免許状
対応。

鹿児島県教育委 【選択】中学校・高等学校 情報
員会
教育

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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，情報教育の内容・方法を解説するとともに，教科指導
における情報教育や情報モラルの指導，学習指導へのICT利活
用の在り方について，学習指導案作成を中心に講義・演習を行
う。

図師 弘秋（鹿児島県総合教育センター情報教
鹿児島県鹿児
育研修課課長）
川原 省吾（鹿児島県総合教育センター情報教 島市
育研修課研究主事）

6時間 平成30年8月1日

教諭

中学校教諭，高
等学校教諭

0円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504512号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】高等学校 生徒指導
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，学校カウンセリングの考え方に基づいた高等学校にお
ける生徒指導上の諸課題への対応や未然防止に向けた取組，
生徒指導体制の確立などについての講義や演習を行う。新免許
状対応。

宇都 慎一郎（鹿児島県総合教育センター教育
鹿児島県鹿児
相談課研究主事）
塚元 宏雄（鹿児島県総合教育センター教育相 島市
談課課長）

6時間 平成30年8月1日

教諭
養護教諭
栄養教諭

高等学校教諭，
養護教諭，栄養
教諭

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504513号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】高等学校 進路指導
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，高等学校の進路指導の在り方について講義を行う。ま
た，個々の実践事例を基に指導上の課題と改善策について協議
する。

中島 靖治（鹿児島県教育庁高校教育課主任
指導主事兼係長）
新留 克郎（鹿児島県教育庁高校教育課指導
主事）

6時間 平成30年8月1日

教諭

高等学校教諭

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504514号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】中学校 国語
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，中学校学習指導要領の国語科の目標及び内容を解説
するとともに，確かな学力を身に付けさせるための国語科学習指
導法について，演習も含めた講義を行う。

福永 秀樹（鹿児島県総合教育センター教科教
鹿児島県鹿児
育研修課研究主事）
宮脇 一郎（鹿児島県総合教育センター教科教 島市
育研修課係長）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

中学校教諭（国
語）

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504515号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】中学校 社会
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，中学校学習指導要領の社会科の目標及び内容を解説
するとともに，確かな学力を身に付けさせるための社会科学習指
導法について，演習も含めた講義を行う。

中熊 信仁（鹿児島県総合教育センター教科教
鹿児島県鹿児
育研修課研究主事）
髙山 謙一（鹿児島県総合教育センター教科教 島市
育研修課研究主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

中学校教諭（社
会）

0円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504516号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】中学校 数学
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，中学校学習指導要領の数学科の目標及び内容を解説
するとともに，確かな学力を身に付けさせるための数学科学習指
導法について，演習も含めた講義を行う。

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）
鹿児島県鹿児
橋口 俊一（鹿児島県総合教育センター教科教 島市
育研修課研究主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

中学校教諭（数
学）

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504517号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】中学校 理科
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，中学校学習指導要領の理科の目標及び内容を解説す
るとともに，確かな学力を身に付けさせるための理科学習指導法
について，演習も含めた講義を行う。

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）
鹿児島県鹿児
加藤 淳一（鹿児島県総合教育センター教科教 島市
育研修課研究主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

中学校教諭（理
科）

0円

15人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504518号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

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
上栗 博文（鹿児島県総合教育センター教職研
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
鹿児島県教育委 【選択】中学校 技術・家庭（技術
修課研究主事）
鹿児島県鹿児
に対して，中学校学習指導要領の技術・家庭（技術）の目標及び
員会
分野）
渕脇 広智（鹿児島県総合教育センター教育相 島市
内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるための学
談課研究主事）
習指導法について，演習も含めた講義を行う。

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

中学校教諭（技
術・家庭）

0円

10人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504519号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県教育委
【選択】中学校 外国語
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，中学校学習指導要領の外国語科（英語）の目標及び
内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるための学
習指導法について，演習も含めた講義を行う。

別枝 昌仁（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
鹿児島県鹿児
児玉 恭子（鹿児島県教育庁義務教育課指導 島市
主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

中学校教諭（英
語）

0円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504520号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】中学校・高等学校 音楽
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領の音楽
科の目標及び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさ
せるための音楽科学習指導法について，演習も含めた講義を行
う。

内 真奈美（鹿児島県教育庁義務教育課指導
主事）
鹿児島県鹿児
湯之前 学（鹿児島県総合教育センター教職研 島市
修課研究主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

中学校教諭，高
等学校教諭（音
楽）

0円

10人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504521号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】中学校・高等学校 美術
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，中学校学習指導要領美術科及び高等学校学習指導
要領美術科の目標及び内容を解説するとともに，確かな学力を
身に付けさせるための美術科学習指導法について，演習も含め
た講義を行う。

徳重 正宏（鹿児島県教育庁義務教育課指導
鹿児島県鹿児
主事）
福森 真一（鹿児島県総合教育センター教職研 島市
修課研究主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

中学校教諭，高
等学校教諭（美
術）

0円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504522号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

鹿児島県教育委
【選択】中学校・高等学校 家庭
員会

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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，中学校学習指導要領,，高等学校学習指導要領の家庭
科の目標及び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさ
せるための家庭科学習指導法について，演習も含めた講義を行
う。

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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
鹿児島県教育委 【選択】発達障害等のある生徒へ
に対して，発達障害に関する理解や具体的な指導・支援の在り
員会
の指導・支援
方に関する研修を行い，指導力の向上を目指す。新免許状対
応。

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

野崎 博子（鹿児島県総合教育センター教職研
鹿児島県鹿児
修課研究主事）
米澤 瑞代（鹿児島県教育庁高校教育課指導 島市
主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

中学校教諭，高
等学校教諭（家
庭）

0円

10人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504523号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

本田 和也（鹿児島県総合教育センター特別支
鹿児島県鹿児
援教育研修課研究主事）
鎌田 志穂（鹿児島県総合教育センター特別支 島市
援教育研修課研究主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭
養護教諭
栄養教諭

中学校教諭，高
等学校教諭，養
護教諭，栄養教
諭

0円

30人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504524号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】高等学校 国語
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，高等学校学習指導要領の国語科の目標及び内容を解
説するとともに，確かな学力を身に付けさせるための国語科学習
指導法について，演習も含めた講義を行う。

福重 成美（鹿児島県総合教育センター教科教
鹿児島県鹿児
育研修課研究主事）
宮永 治（鹿児島県教育庁高校教育課指導主 島市
事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

高等学校教諭
（国語）

0円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504525号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】高等学校 地理歴史
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，高等学校学習指導要領の地理歴史科の目標及び内
容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるための地理
歴史科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

新村 耕一（鹿児島県総合教育センター教科教
鹿児島県鹿児
育研修課高校教育研修係長）
内西 昭文（鹿児島県教育庁高校教育課指導 島市
主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

高等学校教諭
（地理歴史）

0円

15人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504526号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】高等学校 公民
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，高等学校学習指導要領の公民科の目標及び内容を解
説するとともに，確かな学力を身に付けさせるための公民科学習
指導法について，演習も含めた講義を行う。

内西 昭文（鹿児島県教育庁高校教育課指導
鹿児島県鹿児
主事）
新村 耕一（鹿児島県総合教育センター教科教 島市
育研修課高校教育研修係長）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

高等学校教諭
（公民）

0円

10人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504527号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】高等学校 数学
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，高等学校学習指導要領の数学科の目標及び内容を解
説するとともに，確かな学力を身に付けさせるための数学科学習
指導法について，演習も含めた講義を行う。

泊 弘光（鹿児島県総合教育センター教科教育
鹿児島県鹿児
研修課研究主事）
福元 洋介（鹿児島県教育庁高校教育課指導 島市
主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

高等学校教諭
（数学）

0円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504528号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】高等学校 理科
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，高等学校学習指導要領の理科の目標及び内容を解説
するとともに，確かな学力を身に付けさせるための理科学習指導
法について，演習も含めた講義を行う。

西 孝典（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 鹿児島県鹿児
島市
育研修課研究主事）
谷川 敬（鹿児島県総合教育センター教科教育
研修課研究主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

高等学校教諭
（理科）

0円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504529号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】高等学校 外国語
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，高等学校学習指導要領の外国語科（英語）の目標及
び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるための
学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

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）
鹿児島県鹿児
新留 克郎（鹿児島県教育庁高校教育課指導 島市
主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

高等学校教諭
（英語）

0円

15人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504530号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】高等学校 商業
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，高等学校学習指導要領の商業の目標及び内容を解説
するとともに，確かな学力を身に付けさせるための商業科学習指
導法について，演習も含めた講義を行う。

粟田 幸夫（鹿児島県教育庁高校教育課指導
主事）
鹿児島県鹿児
脇 浩一（鹿児島県総合教育センター情報教育 島市
研修課研究主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

高等学校教諭
（商業）

0円

20人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504531号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】高等学校 工業
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，高等学校学習指導要領の工業の目標及び内容を解説
するとともに，確かな学力を身に付けさせるための工業学習指導
法について，演習も含めた講義を行う。

福岡 幸彦（鹿児島県教育庁高校教育課指導
主事）
鹿児島県鹿児
久米村 順一（鹿児島県総合教育センター情報 島市
教育研修課係長）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

高等学校教諭
（工業）

0円

10人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504532号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
【選択】高等学校 農業
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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者 益満 隆宏（鹿児島県教育庁高校教育課指導
に対して，高等学校学習指導要領の農業の目標及び内容を解説 主事）
するとともに，確かな学力を身に付けさせるための農業学習指導 西園 研治（鹿児島県農業大学校講師）
法について，演習も含めた講義を行う。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

高等学校教諭
（農業）

0円

10人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504533号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委 【選択】中学校・高等学校 体育
員会
授業実践講座

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
者及び鹿児島県の離島に現在勤務する教員のうち，希望する者
に対して，中学校体育科及び高等学校体育科・保健体育科に関
する学習指導の在り方について学習指導要領を基に講義・実技
を行う。また，個々の実践事例を基に，指導上の課題と改善策に
ついて協議する。

本村 恵（鹿児島県総合体育センター体育研修
主事）
鹿児島県鹿児
長井 忠寅（鹿児島県総合体育センター体育研 島市
修主事）

12時間

平成30年8月2日～
平成30年8月3日

教諭

中学校教諭，高
等学校教諭（保
健体育）

0円

25人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910504534号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

夢実現「親のまなびあい」プログラムの実施をはじめ、保護者と地
域のつながりをつくるなど、家庭教育を支援する家庭教育支援ア
ドバイザーの養成を行う。
沖縄県教育委員 【選択】沖縄県家庭教育支援アド ①本県家庭教育支援の現状
会
バイザー養成講座
②夢実現「親のまなびあい」プログラム体験
③食育・睡眠・キャリア教育等の視点から見た家庭教育の重要
性
④演習「親のまなびあいプログラムの実際」

松尾 剛（沖縄県教育庁生涯学習振興課社会
教育主事）
上間 久仁（沖縄県教育庁生涯学習振興課社 沖縄県中頭郡
会教育主事）
北谷町
西表 りか（沖縄県教育庁生涯学習振興課社会
教育主事）

6時間 平成30年8月2日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援各学校の
養護教諭
教諭、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

0円

120人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-50930506626号

098-866-2746

http://www.pref.okinaw
a.jp/edu/index.html

①社会教育について
沖縄県教育委員 【選択】子供理解と切れ目のない ②学校・家庭・地域の連携について
会
支援
③子どもの貧困対策について
④幼児教育（幼小連携）について

野田 正人（立命館大学教授）
安慶名 名奈（沖縄県教育庁義務教育課指導
主事）
上間 久仁（沖縄県教育庁生涯学習振興課社
会教育主事）

6時間 平成30年8月13日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援各学校の
養護教諭
教諭、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

0円

100人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-50930506627号

098-866-2746

http://www.pref.okinaw
a.jp/edu/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（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

①社会教育について
沖縄県教育委員 【選択】子供理解と切れ目のない ②学校・家庭・地域の連携について
会
支援
③子どもの貧困対策について
④幼児教育（幼小連携）について

独立行政法人国
【選択】平成30年度第一期特別
立特別支援教育
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）
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、指導力の一層の向上
を図り、今後の各都道府県等における指導者としての資質を高
めるための講習。
講習内容は、言語障害教育論、特別支援教育の研究動向等で
構成される。

担当講師
野田 正人（立命館大学教授）
安慶名 名奈（沖縄県教育庁義務教育課指導
主事）
上間 久仁（沖縄県教育庁生涯学習振興課社
会教育主事）

講習の開催地

時間数

対象職種

主な受講対象者

6時間 平成30年8月14日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援各学校の
養護教諭
教諭、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

平成30年5月17日、
平成30年5月24日、
18時間 平成30年5月29日、
平成30年6月4日、
平成30年6月13日

特別支援学校教
諭、小・中学校等
教諭
養護教諭 特別支援教育担
当教諭

沖縄県島尻郡
八重瀬町

久保山 茂樹（インクルーシブ教育システム推進
センター総括研究員）
小澤 至賢（研修事業部主任研究員）
新谷 洋介（情報・支援部主任研究員）
土井 幸輝（研究企画部主任研究員、早稲田大
神奈川県横須
学非常勤講師）
渥美 義賢（研究企画部客員研究員、大阪体育 賀市
大学教授）
徳永 亜希雄（横浜国立大学教育学部准教授）
新平 鎮博（情報・支援部上席総括研究員、大
阪市立大学非常勤講師）
金子 健（研究企画部総括研究員）

講習の期間

受講料

0円

受講人数

100人

受講者募集期間

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

認定番号

平30-50930506628号

電話番号

ＵＲＬ

098-866-2746

http://www.pref.okinaw
a.jp/edu/index.html

046-839-6888

http://www.nise.go.jp/

平成30年4月16日～
平成30年5月11日
0円

10人

※平成30年度第一期 平30-70021特別支援教育専門研 505159号
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。

教師は児童、生徒の生活の中で一番長い時間を共に過ごすこと
になり、子どもの心の変化への気づき、傷ついた心への手当て、
公益社団法人北
飯田 昭人（北翔大学大学院准教授）
海道家庭生活総 【選択】教育現場で役立つカウン 支えの実践者であることが望まれます。
後藤 聡（北海学園大学教授）
子ども達の心身の成長に深い関わりを持つ学校生活の場で、健
合カウンセリング セリング
佐藤 祐基（北星学園大学専任講師）
全な成長を育む事を目的とした精神・心理・教育の専門家による
センター
実践的なカウンセリング学を学ぶことを目的とします。

北海道札幌市

18時間

平成30年8月3日～
平成30年8月5日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

18,000円

100人

平成30年4月23日～
平成30年7月20日

平30-80001506435号

011-251-6408

http://www.counseling.
or.jp

教師は児童、生徒の生活の中で一番長い時間を共に過ごすこと
になり、子どもの心の変化への気づき、傷ついた心への手当て、
公益社団法人北
飯田 昭人（北翔大学大学院准教授）
海道家庭生活総 【選択】教育現場で役立つカウン 支えの実践者であることが望まれます。
後藤 聡（北海学園大学教授）
子ども達の心身の成長に深い関わりを持つ学校生活の場で、健
合カウンセリング セリング
佐藤 祐基（北星学園大学専任講師）
全な成長を育む事を目的とした精神・心理・教育の専門家による
センター
実践的なカウンセリング学を学ぶことを目的とします。

北海道札幌市

18時間

平成31年1月7日～
平成31年1月9日

教諭
養護教諭

全教諭・養護教
諭

18,000円

100人

平成30年4月23日～
平成30年12月21日

平30-80001506436号

011-251-6408

http://www.counseling.
or.jp

学校へのタブレット端末の導入は、ますます進んでいます。地域
によっては1人1台の学習環境がすでにつくられており、個々の子
どもが学習事項の確認や調べ学習、考えの共有などの場面で
公益財団法人才
【選択】タブレット端末の活用場面 使っています。教師がタブレット端末の情報を、大型プロジェクタ
黒上 晴夫（関西大学総合情報学部教授）
能開発教育研究
に提示しながら授業を進める姿も多く見るようになり、これからの
を考える
財団
教育に欠かせないツールになってきています。この講習では、
iPadで何ができるか、iPadの提示用アプリ、iPadの表現方法、
iPad活用法のデザインを学びます。

東京都中央区

6時間 平成30年6月2日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月19日

平30-80004506994号

03-5741-1311

http://www.sainou.or.jp
/license/

学習指導要領改訂の中で、思考力育成の重要性が再認識され
ています。しかし、思考力がどのように具体的にとらえて育成する
かというのは、難しい問題です。シンキングツールや思考ツール
公益財団法人才
【選択】シンキングツールを使って などと呼ばれている図式を使って考える方法は、そのための一つ
能開発教育研究
黒上 晴夫（関西大学総合情報学部教授）
のアプローチになるでしょう。この講習では、教科の学習課題を
子どもの考えを引き出す
財団
解決するプロセスや総合的な学習で集めた情報を整理・分析す
る手法として、シンキングツールをどのように使うことができるか
を学びます。

東京都品川区

6時間 平成30年6月3日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月19日

平30-80004506995号

03-5741-1311

http://www.sainou.or.jp
/license/

6時間 平成30年6月16日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月1日

平30-80004506996号

03-5741-1311

http://www.saonou.or.j
p/license/

公益財団法人才
【選択】ペープサートで自己表現
能開発教育研究
力を豊かに育てよう
財団

楽しく遊びながら自己表現力やコミュニケーション能力が高まる、
和気 瑞江（洗足子ども短期大学幼児教育保育
紙の人形劇「ペープサート」を実際に作り、ペープサートの演じ方
東京都品川区
科非常勤講師）
を学び、簡単なお話も演じてみます。

人形が苦手でも大丈夫な、片手を入れて動かす簡単なハンドパ
公益財団法人才
【選択】人形を使って楽しいコミュ ペットを作ります。
能開発教育研究
ニケーションを
そして自分の作った人形でいろいろお話したり、動作などを学び
財団
ます。

和気 瑞江（洗足子ども短期大学幼児教育保育
東京都品川区
科非常勤講師）

6時間 平成30年6月17日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月1日

平30-80004506997号

03-5741-1311

http://www.saonou.or.j
p/license/

人形が苦手でも大丈夫な、片手を入れて動かす簡単なハンドパ
公益財団法人才
【選択】人形を使って楽しいコミュ ペットを作ります。
能開発教育研究
ニケーションを
そして自分の作った人形でいろいろお話したり、動作などを学び
財団
ます。

和気 瑞江（洗足子ども短期大学幼児教育保育
東京都港区
科非常勤講師）

6時間 平成30年7月26日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

7,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年7月10日

平30-80004506998号

03-5741-1311

http://www.saonou.or.j
p/license/

子どもや地域の実態をふまえてどんな力を育てていくのか、その
ための授業づくりをどう進めるのか、組織として考え実践していく
ことが「カリキュラムマネジメント」です。
本講習では、学力や生徒指導等にかかわる学校課題への対応 村川 雅弘（甲南女子大学人間科学部総合子ど
東京都港区
で成果をあげた小・中学校の実際の事例について、カリキュラム も学科教授）
マネジメントの観点から分析し、協議・検討を行うことで、日々の
授業改善につながる授業研究およびカリキュラムマネジメントの
手法に地手学びます。

6時間 平成30年7月27日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年7月10日

平30-80004506999号

03-5741-1311

http://www.saonou.or.j
p/license/

公益財団法人才
【選択】授業改善につながるカリ
能開発教育研究
キュラムマネジメント
財団
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

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
授業の中でプログラミングを体験させ、コンピュータの動作がどの
（神奈川県立柏陽高等学校教諭）、上松 恵理
ようなものであるかを体感的に理解させることは、情報教育的に
子（武蔵野学院大学准教授）、斎藤 俊則（星槎
一般社団法人情 【選択】プログラミング体験に適し も教養教育的にも有効である。本講座では、比較的容易にプログ
大学准教授）、田崎 丈晴（東京都西部学校経 東京都目黒区
ラミングやコンピュータの動作について体験できるような処理系を
報処理学会
た処理系とその特徴
営支援センター支所学校経営支援主事）、佐藤
取り上げ、それらを用いた授業の工夫について実習も交えて紹
義弘（東京都立立川高等学校指導教諭）、辰己
介する。
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 格（東京都立
町田高等学校指導教諭）

6時間 平成30年8月1日

教諭

高等学校「情報」
科あるいは中学
校「技術・家庭」
科の教員免許保
持の教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月15日

平30-80005506933号

03-3518-8374

http://www.ipsj.or.jp

わが国では、小・中学校段階における情報教育の必要性やその
中で学ばれるべきことがらについて、まだ十分に理解されている
一般社団法人情 【選択】情報教育と情報科の学習 とは言えない。本講座では、初等中等教育段階における情報教
育の目標やその具体的な内容について、情報活用の実践力・情
報処理学会
評価
報の科学的理解、情報社会に参画する態度の3観点を中心に取
り上げる。また、情報セキュリティについては重点的に取り扱う。

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 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 東京都目黒区
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）、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）

6時間 平成30年8月3日

教諭

高等学校「情報」
科あるいは中学
校「技術・家庭」
科の教員免許保
持の教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月15日

平30-80005506934号

03-3518-8374

http://www.ipsj.or.jp

授業の中でプログラミングを体験させ、コンピュータの動作がどの
ようなものであるかを体感的に理解させることは、情報教育的に
一般社団法人情 【選択】プログラミング体験に適し も教養教育的にも有効である。本講座では、MITのメディアラボか
ら提供されているScratchと、大学入試センター「情報関係基礎」
報処理学会
た処理系とその特徴
で利用されているプログラミング言語DNCLのプログラムを作成す
るPenFlowchart利用したプログラミング教育について取り扱う。

中西
白井
中野
中山

6時間 平成30年8月7日

教諭

高等学校「情報」
科あるいは中学
校「技術・家庭」
科の教員免許保
持の教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月15日

平30-80005506935号

03-3518-8374

http://www.ipsj.or.jp

授業の中でプログラミングを体験させ、コンピュータの動作がどの
ようなものであるかを体感的に理解させることは、情報教育的に
一般社団法人情 【選択】プログラミング体験に適し も教養教育的にも有効である。本講座では、比較的容易にプログ
ラミングやコンピュータの動作について体験できるような処理系を
報処理学会
た処理系とその特徴
取り上げ、それらを用いた授業の工夫について実習も交えて紹
介する。

和田 勉（長野大学教授）
中西 渉（名古屋高等学校教諭）
長谷川 聡（名古屋文理大学教授）
伊藤 一成（青山学院大学准教授）
井戸坂 幸男（三重県松阪市立飯高中学校教
頭）

愛知県稲沢市

6時間 平成30年12月27日

教諭

高等学校「情報」
科あるいは中学
校「技術・家庭」
科の教員免許保
持の教諭

6,000円

20人

平成30年9月1日～
平成30年11月30日

平30-80005506936号

03-3518-8374

http://www.ipsj.or.jp

授業の中でプログラミングを体験させ、コンピュータの動作がどの
ようなものであるかを体感的に理解させることは、情報教育的に
一般社団法人情 【選択】プログラミング体験に適し も教養教育的にも有効である。本講座では、比較的容易にプログ
報処理学会
た処理系とその特徴
ラミングやコンピュータの動作について体験できるような処理系を
取り上げ、それらを用いた授業の工夫について実習も交えて紹
介する。

兼宗 進（大阪電気通信大学教授）
西田 知博（大阪学院大学准教授）
中村 亮太（京都ノートルダム女子大学非常勤
講師）
大阪府寝屋川
中野 由章（神戸市立科学技術高等学校教諭）
市
中山 泰一（電気通信大学准教授）
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）

6時間 平成30年12月27日

教諭

高等学校「情報」
科あるいは中学
校「技術・家庭」
科の教員免許保
持の教諭

6,000円

50人

平成30年9月1日～
平成30年11月30日

平30-80005506937号

03-3518-8374

http://www.ipsj.or.jp

授業の中でプログラミングを体験させ、コンピュータの動作がどの
ようなものであるかを体感的に理解させることは、情報教育的に
も教養教育的にも有効である。本講座では、コンピュータを用い
一般社団法人情 【選択】情報の科学とプログラミン
ないで情報科学の概念を学習する「コンピュータ・サイエンス・ア
報処理学会
グの体験
ンプラグド」と呼ばれる手法と、ピクトグラムを提示題材として利用
する「ピクトグラミング」を利用したプログラミング教育について取
り扱う。

伊藤 一成（青山学院大学准教授）
井戸坂 幸男（三重県松阪市立飯高中学校教
頭）
和田 勉（長野大学教授）
中西 渉（名古屋高等学校教諭）
長谷川 聡（名古屋文理大学教授）

愛知県稲沢市

6時間 平成30年12月28日

教諭

高等学校「情報」
科あるいは中学
校「技術・家庭」
科の教員免許保
持の教諭

6,000円

20人

平成30年9月1日～
平成30年11月30日

平30-80005506938号

03-3518-8374

http://www.ipsj.or.jp

わが国では、小・中学校段階における情報教育の必要性やその
中で学ばれるべきことがらについて、まだ十分に理解されている
一般社団法人情 【選択】初等中等教育における情 とは言えない。本講座では、初等中等教育段階における情報教
報処理学会
報教育
育の目標やその具体的な内容について、情報活用の実践力・情
報の科学的理解、情報社会に参画する態度の3観点を中心に取
り上げる。

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）
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）
大阪府寝屋川
平田 義隆（京都女子高等学校教諭）
市
兼宗 進（大阪電気通信大学教授）
西田 知博（大阪学院大学准教授）
中村 亮太（京都ノートルダム女子大学非常勤
講師）

6時間 平成30年12月28日

教諭

高等学校「情報」
科あるいは中学
校「技術・家庭」
科の教員免許保
持の教諭

6,000円

50人

平成30年9月1日～
平成30年11月30日

平30-80005506939号

03-3518-8374

http://www.ipsj.or.jp

6時間 平成30年6月2日

教諭

幼稚園教諭

8,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-80011506472号

03-3237-1957

https://youchien.com/

通雄（大阪工業大学教授）
詩沙香（武庫川女子大学助教）
大阪府豊中市
由章（神戸市立科学技術高等学校教諭）
泰一（電気通信大学准教授）

本講習では「義務教育及びその後の教育の基礎を培う」ことにつ
いて、改めて認識を深めるとともに、保育内容の展開・発展の基
公益財団法人全
日本私立幼稚園
礎となる幼児期の子どもの発達理解について具体的事例を挙げ 神蔵 幸子（洗足こども短期大学幼児教育保育
長野県長野市
【選択】幼稚園教育内容を深める
幼児教育研究機
ながら考察する。また、遊びを中心とした子どもの生活に大きな 科教授）
構
役割を果たす保育者自身の自発性を高める演習を取り入れ、保
育者としての一層の資質向上を目指す。
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

「気になる子への関わり方と支援について」
本講習では、先生方から「障害とは言えないがグレーゾーンと思
公益財団法人全
われる子どもが増えてきている」との話を聞くようになり、対応の
日本私立幼稚園
【選択】保育現場での質を高める 難しさが指摘されている。またこの中には保護者が子どもの状況 飛田 隆（茨城キリスト教大学准教授）
幼児教育研究機
を受け入れられない場合もあり、より支援の難しさを感じている先
構
生方も多いと考えられる。講習の中で「気になる子」の支援を考え
ていきたい。また、同時に保護者との連携についても考えたい。

長野県長野市

6時間 平成30年7月7日

教諭

幼稚園教諭

8,000円

100人

平成30年5月21日～
平成30年5月25日

平30-80011506473号

03-3237-1957

https://youchien.com/

本講習では「環境を通して行う教育」の意味を今一度考えたいと
公益財団法人全
思います。幼児の主体性と教師の意図のバランス、遊びを通して
日本私立幼稚園
【選択】幼稚園教育内容を深める の学び等について考察します。環境構成、援助・指導（関わり方 太田 雅子（聖隷クリストファー大学教授）
幼児教育研究機
や言葉かけ）について教師が自分の保育を振り返り、課題や気
構
づきを得るための機会としたいと考えます。

長野県長野市

6時間 平成30年10月13日

教諭

幼稚園教諭

8,000円

100人

平成30年8月20日～
平成30年8月24日

平30-80011506474号

03-3237-1957

https://youchien.com/

6時間 平成30年6月2日

教諭

幼稚園教諭

7,500円

60人

平成30年4月16日～
平成30年4月27日

平30-80011506475号

03-3237-1957

https://youchien.com/

幼稚園教諭を受講対象者とする。園内研修の再構築及び同僚性
を深めることを目的とし、園としての保育の自己点検・自己評価
公益財団法人全
の具体的な方法について理解を深め､園内研修での自己点検・
日本私立幼稚園
【選択】保育現場での質を高める 自己評価の具体的な取り組みについて考察し、さらに同僚性を
幼児教育研究機
深めていく具体的な方法について実践を通しながら現状と課題に
構
ついて考察し、より望ましい園内研修のあり方について学ぶ事を
目的としている。

高橋 昇（仙台青葉学院短期大学非常勤講師、
近畿大学豊岡短期大学通信教育部非常勤講
福島県福島市
師）
賀門 康博（郡山女子大学短期大学部非常勤
講師）

「保育現場での質を高める」
乳幼児期、自分の声を丁寧に聞き取られ、その声を正当に評価
公益財団法人全
される（扱われる）経験を通して、自分の「心」を育てていく存在で
日本私立幼稚園
【選択】保育現場での質を高める ある。そんな乳幼児期の「心の発達」に対して、保育実践がどの 加藤 繁美（東京家政大学教授）
幼児教育研究機
ように向き合うことが大切か、発達段階に対応させながら具体的
構
な実践場面を検討する作業を通し、その視点と原理を明らかにし
ていく点に、本講習のねらいがある。

富山県富山市

6時間 平成30年6月9日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

200人

平成30年4月18日～
平成30年4月25日

平30-80011506476号

03-3237-1957

https://youchien.com/

「学校組織の一員としてのマネージメント・マインドの形成」「保護
公益財団法人全
日本私立幼稚園 【選択】幼稚園の役割を広め深め 者・地域社会との連携」「対人関係、日常的コミュニケーションの
安達 譲（大阪教育大学非常勤講師）
重要性」等を中心に教員に求められている最新の知識・技能の
幼児教育研究機 る
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。
構

富山県富山市

6時間 平成30年6月23日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

200人

平成30年4月18日～
平成30年4月25日

平30-80011506477号

03-3237-1957

https://youchien.com/

公益財団法人全
幼児期の子どもの感性と表現の実態や、その背景にある発達的
日本私立幼稚園
な要因について解説する。また、現在の幼稚園教育等に関する 若山 育代（富山福祉短期大学非常勤講師、富
富山県富山市
【選択】幼稚園教育内容を深める
幼児教育研究機
制度的背景を確認しながら、幼児の造形表現のための造形環境 山大学人間発達科学部発達教育学科准教授）
構
はどのようにあることが望ましいか議論したり解説したりしたい。

6時間 平成30年7月7日

教諭

幼稚園教諭

8,000円

200人

平成30年4月18日～
平成30年4月25日

平30-80011506478号

03-3237-1957

https://youchien.com/

平成３０年の３法令の改定により、障害のある子どもの教育・保
育の重要性が今まで以上に明らかにされた。このことは、教育・
保育の実践の中で、障害のある子どもを含むインクルーシブな方
公益財団法人全
向性が明確に示されたことになる。しかし、乳幼児期の子どもの
若月 芳浩（玉川大学教育学部乳幼児発達学
日本私立幼稚園
【選択】幼稚園教育内容を深める 多様性を受け入れるために保育の現場にはまだ多くの課題を持
科教授）
幼児教育研究機
ちながら実践に取り組む現状がある。本講習では、インクルーシ
構
ブな教育・保育を実現するための基本的かつ実践的な考えや、
保護者への対応、園内の連携などを具体的に学び、今後の方向
性を検討したい。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年6月16日

教諭

幼稚園教諭

6,700円

80人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-80011506479号

03-3237-1957

https://youchien.com/

【今こそ保育の見直しを】教員としての子ども観、教育観等につい
公益財団法人全
ての省察をし、子どもの発達に関する、脳科学、心理学等を通し
日本私立幼稚園
て、今までの保育を見直す。 【新教育要領における指導計画の 平田 智久（越谷保育専門学校参与）
【選択】保育現場での質を高める
幼児教育研究機
立案と記録と評価】指導計画の立案と記録の取り方そして評価に 安見 克夫（東京成徳短期大学教授）
構
ついて講義する。特に、幼児期の終わりまでに育ち持つ１０の姿
と今までの５領域との関連性について詳しく解説する。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年6月30日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年5月15日～
平成30年5月28日

平30-80011506480号

03-3237-1957

https://youchien.com/

幼児の健康理解と運動支援／
近年、幼児の不規則な生活習慣が心身の発育・発達に影響を与
公益財団法人全
えることが懸念され、子どもの体力・運動能力の低下の問題は、
日本私立幼稚園
幼児期からの取り組みが重要であると着目されてきている。本講
【選択】幼稚園教育内容を深める
花井 忠征（中部大学現代教育学部教授）
幼児教育研究機
習では、幼児の生活習慣、体力・運動能力に関わる現状と課題
構
について理論的にアプローチしていく。また、幼児期に豊かな体
力・運動能力をは育ませるための運動遊びを実技実習を通して
探求していく。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月1日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

200人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-80011506481号

03-3237-1957

https://youchien.com/

齋藤 善郎（椙山女学園大学教育学部こども発 愛知県名古屋
達学科教授）
市

6時間 平成30年8月2日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

200人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-80011506482号

03-3237-1957

https://youchien.com/

公益財団法人全
幼児期の特性と幼稚園教育の役割／
日本私立幼稚園
①幼稚園教育要領に示されている五領域の意味を考える。
【選択】幼稚園教育内容を深める
幼児教育研究機
②幼児の主体的な活動と環境の構成について考える。
構
③教師の役割について考える。

公益財団法人全
この講習では、障がい児を含めた保育について、障がいの特性
日本私立幼稚園
の理解、保育上の留意すべき点、保護者への対応、専門機関と
【選択】幼稚園教育内容を深める
川瀬 正裕（金城学院大学人間科学部教授）
幼児教育研究機
の連携、小学校との連携、特別支援教育の理解などを中心に学
んでいく。
構

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月3日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

200人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-80011506483号

03-3237-1957

https://youchien.com/

幼稚園での遊びの様子や小学校の生活科の単元学習の様子を
公益財団法人全
例にあげながら、活動体験を中核に据えた様々な学びをどのよう
松本 謙一（金沢大学人間社会研究域学校教
日本私立幼稚園 【選択】幼稚園の役割を広め深め
に構想し、援助していくか、さらに振り返りの場をどのように設定
幼児教育研究機 る
育系教授）
するかなどについて具体的に学びます。なお、この講義は、一方
構
的に聴くスタイルではなく、受講者の参加型を基本とします。

石川県白山市

6時間 平成30年7月14日

教諭

幼稚園教諭

8,000円

150人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-80011506484号

03-3237-1957

https://youchien.com/
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間
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受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

6時間 平成30年8月27日

教諭

幼稚園教諭

8,000円

150人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-80011506485号

03-3237-1957

https://youchien.com/

石川県金沢市

6時間 平成30年8月28日

教諭

幼稚園教諭

8,000円

150人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-80011506486号

03-3237-1957

https://youchien.com/

和夫(日本グラウンドゴルフ協会会長）
彬成(スポーツ庁政策課・教科調査官）
延行(国士舘大学教授）
清人（育英大学教授）
豊（桐蔭横浜大学教授）

高知県高知市

6時間 平成30年7月26日

教諭

小学校教諭

2,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年7月17日

平30-80014506567号

03-6458-8131

http://jua-web.org

園山
高田
池田
本村
佐藤

和夫(日本グラウンドゴルフ協会会長）
彬成(スポーツ庁政策課・教科調査官）
延行(国士舘大学教授）
清人（育英大学教授）
豊（桐蔭横浜大学教授）

熊本県熊本市

6時間 平成30年7月30日

教諭

小学校教諭

2,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年7月17日

平30-80014506568号

03-6458-8131

http://jua-web.org

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車の指
導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催する。学
公益社団法人日 【選択】さわやか一輪車指導者研 識経験者による理論指導や当協会の公認指導員による実技指
導などを行う。全教科担当の小学校教員に体育学習に関する最
本一輪車協会
修会
新の知見や効果的な指導の在り方についての研修の機会を提
供する。

園山
高田
池田
本村
佐藤

和夫(日本グラウンドゴルフ協会会長）
彬成(スポーツ庁政策課・教科調査官）
延行(国士舘大学教授）
清人（育英大学教授）
豊（桐蔭横浜大学教授）

広島県三次市

6時間 平成30年8月1日

教諭

小学校教諭

2,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年7月17日

平30-80014506569号

03-6458-8131

http://jua-web.org

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車の指
導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催する。学
公益社団法人日 【選択】さわやか一輪車指導者研 識経験者による理論指導や当協会の公認指導員による実技指
導などを行う。全教科担当の小学校教員に体育学習に関する最
本一輪車協会
修会
新の知見や効果的な指導の在り方についての研修の機会を提
供する。

園山
高田
池田
本村
佐藤

和夫(日本グラウンドゴルフ協会会長）
彬成(スポーツ庁政策課・教科調査官）
延行(国士舘大学教授）
清人（育英大学教授）
豊（桐蔭横浜大学教授）

大阪府池田市

6時間 平成30年8月3日

教諭

小学校教諭

2,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年7月17日

平30-80014506570号

03-6458-8131

http://jua-web.org

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車の指
導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催する。学
公益社団法人日 【選択】さわやか一輪車指導者研 識経験者による理論指導や当協会の公認指導員による実技指
本一輪車協会
修会
導などを行う。全教科担当の小学校教員に体育学習に関する最
新の知見や効果的な指導の在り方についての研修の機会を提
供する。

園山
高田
池田
本村
佐藤

和夫(日本グラウンドゴルフ協会会長）
彬成(スポーツ庁政策課・教科調査官）
延行(国士舘大学教授）
清人（育英大学教授）
豊（桐蔭横浜大学教授）

東京都江東区

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校教諭

2,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年7月17日

平30-80014506571号

03-6458-8131

http://jua-web.org

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車の指
導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催する。学
公益社団法人日 【選択】さわやか一輪車指導者研 識経験者による理論指導や当協会の公認指導員による実技指
本一輪車協会
修会
導などを行う。全教科担当の小学校教員に体育学習に関する最
新の知見や効果的な指導の在り方についての研修の機会を提
供する。

園山
高田
池田
本村
佐藤

和夫(日本グラウンドゴルフ協会会長）
彬成(スポーツ庁政策課・教科調査官）
延行(国士舘大学教授）
清人（育英大学教授）
豊（桐蔭横浜大学教授）

千葉県白里市

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校教諭

2,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年7月17日

平30-80014506572号

03-6458-8131

http://jua-web.org

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車の指
導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催する。学
公益社団法人日 【選択】さわやか一輪車指導者研 識経験者による理論指導や当協会の公認指導員による実技指
本一輪車協会
修会
導などを行う。全教科担当の小学校教員に体育学習に関する最
新の知見や効果的な指導の在り方についての研修の機会を提
供する。

園山
高田
池田
本村
佐藤

和夫(日本グラウンドゴルフ協会会長）
彬成(スポーツ庁政策課・教科調査官）
延行(国士舘大学教授）
清人（育英大学教授）
豊（桐蔭横浜大学教授）

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭

2,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年7月17日

平30-80014506573号

03-6458-8131

http://jua-web.org

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-80017506434号

03-5803-9570

http://www.zisin.jp/eve
nt/tc-renewal.html

小中高等学校教
諭および養護教 35,000円
諭

30人

平成30年5月7日～
平成30年7月2日

平30-80018505004号

03-3941-0211

http://www.toshobunka
.co.jp/workshop/

幼稚園での遊びや活動の映像をビデオ・トークして本講座で考え
るのは「主体的で対話的な深い学び」。「何を」から「どのように」
へと学力の見直しが進む中、幼稚園での子どもの学び方の実際
公益財団法人全
大井 佳子（金城大学社会福祉学部社会福祉
は？と、読み解きます。石川の幼稚園は、自分たちで学ぶ（主体
日本私立幼稚園
学科こども専攻教授、北陸学院大学人間総合
【選択】保育現場での質を高める
的）、異なる園から学ぶ（対話的）研修スタイルを創り上げてきま
幼児教育研究機
学部子ども教育学科教授）
した。 さあ、深い学びへ！保育者の学びの姿が幼稚園の子ども
構
たちの学びのモデルとなります。幼児期の「主体的」「対話的」「深
い」を探ります。

石川県金沢市

保育現場においても家庭教育においても『子供たちが健やかに
成長するには、声かけが重要』と言う文言は多く存在する。一方
で、どんな声かけをどれだけすればよいのか？具体的に示され
公益財団法人全
ていないことも多い。また、保育の現場においては、ＢＧＭや口頭
日本私立幼稚園
嶋田 容子（同志社大学非常勤講師）
【選択】保育現場での質を高める
指示などの音が加わっていることもある。しかし、余りに多い聴覚
幼児教育研究機
的刺激は子どもが自分に必要な情報を取り出すのを妨げる可能
構
性もある。そこで、本講習では子どもの声と聞こえの発達に観点
を絞って、適切な保育環境を考えたい。
小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車の指
導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催する。学
公益社団法人日 【選択】さわやか一輪車指導者研 識経験者による理論指導や当協会の公認指導員による実技指
導などを行う。全教科担当の小学校教員に体育学習に関する最
本一輪車協会
修会
新の知見や効果的な指導の在り方についての研修の機会を提
供する。

園山
高田
池田
本村
佐藤

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車の指
導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催する。学
公益社団法人日 【選択】さわやか一輪車指導者研 識経験者による理論指導や当協会の公認指導員による実技指
導などを行う。全教科担当の小学校教員に体育学習に関する最
本一輪車協会
修会
新の知見や効果的な指導の在り方についての研修の機会を提
供する。

文化元年（1804年）に発生した象潟地震により，現在の秋田県に 林 信太郎（秋田大学大学院教育学研究科教
かほ市象潟町字塩焼島一帯が隆起し，60あまりの島々が陸に浮 授）
【選択】自然との共存－山体崩壊 かんでいるように見える独特の景観が形成されました．こうした地 水田 敏彦（秋田大学地方創生センター教授）
公益社団法人日
と象潟地震による隆起および景 形の由来は，紀元前466年に発生した鳥海山の山体崩壊です． 田口 瑞穂（秋田大学教育文化学部講師）
本地震学会
勝
本講習では，こうした地形等の野外観察を通して，自然の恵みと 伊東 明彦（宇都宮大学教育学部教授）
防災・減災への意識を高めることを目指します．なお，（公社）日 山野 誠（東京大学地震研究所教授）
本地震学会会員の受講料は割引価格を適用します．
根本 泰雄（桜美林大学自然科学系准教授）

一般社団法人日 【選択】教育カウンセリング講座
本図書文化協会 ④

児童生徒に生きる力を身につけさせるため，教育カウンセリング
に基づく指導の理念と方法について講義演習を行う。内容は①
苅間澤 勇人（会津大学上級准教授）
教育カウンセリング概論②構成的グループエンカウンター③面接
久能 弘道（北海道教育大学教授）
の基礎と解決志向アプローチ④解決志向アプローチの実際⑤苦
田村 節子（東京成徳大学教授）
戦している子供への対応⑥苦戦している子供への「チーム援助」
である。

秋田県にかほ
市ほか

6時間

平成30年8月7日～
平成30年8月8日

小学校教諭・養
護教諭，中・高理
科教諭・養護教
教諭
諭，および地震教 10,000円
養護教諭
育や地震の安全
教育に興味のあ
る教諭・養護教諭

山形県山形市

18時間

平成30年8月9日～
平成30年8月11日

教諭
養護教諭
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

一般社団法人日 【選択】教育カウンセリング講座
本図書文化協会 ⑤

児童生徒に生きる力を身につけさせるため，教育カウンセリング
に基づく指導の理念と方法について講義演習を行う。内容は①
構成的グループエンカウンター②通常学級で行う特別支援教育
③問題行動への対応④対話のある授業⑤教育カウンセリング概
論⑥アドラー心理学を活かした学級づくりである。

岡田 弘（東京聖栄大学教授）
月森 久江（東京都杉並区立済美教育センター
指導教授、早稲田大学非常勤講師）
鹿嶋 真弓（高知大学准教授）
富山県富山市
水上 和夫（対話のある授業みらい研究所所
長、富山県教育委員会スクールカウンセラー）
苅間澤 勇人（会津大学上級准教授）
会沢 信彦（文教大学教授）

18時間

平成30年12月22日～
平成30年12月24日

教諭
養護教諭

小中高等学校教
諭および養護教 35,000円
諭

20人

平成30年7月1日～
平成30年11月15日

平30-80018505005号

03-3941-0211

http://www.toshobunka
.co.jp/workshop/

一般社団法人日 【選択】教育カウンセリング講座
本図書文化協会 ⑥

児童生徒に生きる力を身につけさせるため，教育カウンセリング
に基づく指導の理念と方法について講義演習を行う。内容は①
特別なニーズへの対応②キャリア探索の理論と方法③ソーシャ
ルスキル教育④リサーチとカウンセリング⑤アドラー心理学の理
論と方法⑥学級集団のアセスメントと学級経営である。

月森 久江（東京都杉並区立済美教育センター
指導教授、早稲田大学非常勤講師）
岡田 弘（東京聖栄大学教授）
水上 和夫（対話のある授業みらい研究所所
富山県富山市
長、富山県教育委員会スクールカウンセラー）
鹿嶋 真弓（高知大学准教授）
会沢 信彦（文教大学教授）
苅間澤 勇人（会津大学上級准教授）

18時間

平成30年12月22日～
平成30年12月24日

教諭
養護教諭

小中高等学校教
諭および養護教 35,000円
諭

20人

平成30年7月1日～
平成30年11月15日

平30-80018505006号

03-3941-0211

http://www.toshobunka
.co.jp/workshop/

公益財団法人日 【選択】ＪＢＤＦはじめてのボール
本ボールルーム ルームダンス（社交ダンス）指導
者養成講習会
ダンス連盟

第1期
講義：佐伯 年詩雄（日本ウェルネススポーツ大
学教授）
学習指導要領に即した体育の授業における男女共修のダンスと 実技：堀口 宏（JBDF商業（プロ）1級インストラ
クター）
して、ボールルームダンス（社交ダンス）の指導法を講習する。
「生涯スポーツと学校体育そしてダンス」「これからの学習とボー 実技：小松 美年子（JBDF商業（プロ）1級インス
ルルームダンス」等の講義、ダンス実技・指導法および、受講者 トラクター）
北海道札幌市
が生徒として体験する模擬授業（グループ指導・授業のまとめと 第2期
講義：笠原 一也（日本体育・スポーツ政策学会
しての発表会、実技試験）等を通じ、学校教育の中で豊かな心
（共生する力や態度、好ましい人間関係の醸成等）を育成するこ 会長）
実技：島 輝子（JBDF商業（プロ）1級インストラ
とを考察する。
クター）
実技：大島 寿子（JBDF商業（プロ）1級インスト
ラクター）

第1期：平成30年8月1
日～平成30年8月2日
20時間 第2期：平成30年11月
17日～平成30年11月
18日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校保健体育
教諭、特別支援
学校教諭

4,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年6月30日

平30-80020506741号

03-5652-7351

http://www.jbdf.or.jp

公益財団法人日 【選択】ＪＢＤＦはじめてのボール
本ボールルーム ルームダンス（社交ダンス）指導
者養成講習会
ダンス連盟

第1期
講義：石川
理事長）
学習指導要領に即した体育の授業における男女共修のダンスと 実技：堀口
クター）
して、ボールルームダンス（社交ダンス）の指導法を講習する。
「生涯スポーツと学校体育そしてダンス」「これからの学習とボー 実技：大島
ルルームダンス」等の講義、ダンス実技・指導法および、受講者 ラクター）
が生徒として体験する模擬授業（グループ指導・授業のまとめと 第2期
講義：佐伯
しての発表会、実技試験）等を通じ、学校教育の中で豊かな心
（共生する力や態度、好ましい人間関係の醸成等）を育成するこ 学教授）
実技：堀口
とを考察する。
トラクター）
実技：村田
ラクター）

宮城県仙台市

20時間

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校保健体育
教諭、特別支援
学校教諭

4,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年6月30日

平30-80020506742号

03-5652-7351

http://www.jbdf.or.jp

東京都中央区

第1期：平成30年8月5
日～平成30年8月6日
20時間 第2期：平成30年10月
27日～平成30年10月
28日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校保健体育
教諭、特別支援
学校教諭

4,000円

30人

平成30年5月1日（火）
平30-80020～
506743号
平成30年6月30日（土）

03-5652-7351

http://www.jbdf.or.jp/

第1期：平成30年8月9
日～平成30年8月10日
20時間 第2期：平成30年10月
13日～平成30年10月
14日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校保健体育
教諭、特別支援
学校教諭

4,000円

30人

03-5652-7351

http://www.jbdf.or.jp/

公益財団法人日 【選択】ＪＢＤＦはじめてのボール
本ボールルーム ルームダンス（社交ダンス）指導
ダンス連盟
者養成講習会

公益財団法人日 【選択】ＪＢＤＦはじめてのボール
本ボールルーム ルームダンス（社交ダンス）指導
者養成講習会
ダンス連盟

第1期
講義：佐伯
学教授）
学習指導要領に即した体育の授業における男女共修のダンスと 実技：堀口
して、ボールルームダンス（社交ダンス）の指導法を講習する。
トラクター）
「生涯スポーツと学校体育そしてダンス」「これからの学習とボー 実技：村田
ルルームダンス」等の講義、ダンス実技・指導法および、受講者 ラクター）
が生徒として体験する模擬授業（グループ指導・授業のまとめと 第2期
しての発表会、実技試験）等を通じ、学校教育の中で豊かな心
講義：笠原
（共生する力や態度、好ましい人間関係の醸成等）を育成するこ 会長）
とを考察する。
実技：堀口
クター）
実技：桜田
ラクター）

晋（(公財)日本健康スポーツ連盟副
宏（JBDF商業（プロ）1級インストラ
寿子（JBDF商業（プロ）1級インスト
年詩雄（日本ウェルネススポーツ大

第1期：平成30年8月16
日～平成30年8月17日
第2期：平成30年10月6
日～平成30年10月7日

さと子（JBDF商業（プロ）1級インス
恭子（JBDF商業（プロ）1級インスト

年詩雄（日本ウェルネススポーツ大
さと子（JBDF商業（プロ）1級インス
恭子（JBDF商業（プロ）1級インスト
一也（日本体育・スポーツ政策学会
宏（JBDF商業（プロ）1級インストラ
まゆ（JBDF商業（プロ）1級インスト

第1期
講義：佐伯 年詩雄（日本ウェルネススポーツ大
学教授）
学習指導要領に即した体育の授業における男女共修のダンスと 実技：島 輝子（JBDF商業（プロ）1級インストラ
して、ボールルームダンス（社交ダンス）の指導法を講習する。
クター）
「生涯スポーツと学校体育そしてダンス」「これからの学習とボー 実技：小松 美年子（JBDF商業（プロ）1級インス
ルルームダンス」等の講義、ダンス実技・指導法および、受講者 トラクター）
岐阜県岐阜市
が生徒として体験する模擬授業（グループ指導・授業のまとめと 第2期
しての発表会、実技試験）等を通じ、学校教育の中で豊かな心
講義：笠原 一也（日本体育・スポーツ政策学会
（共生する力や態度、好ましい人間関係の醸成等）を育成するこ 会長）
とを考察する。
実技：堀口 宏（JBDF商業（プロ）1級インストラ
クター）
実技：大島 寿子（JBDF商業（プロ）1級インスト
ラクター）
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平成30年5月1日～
平成30年6月30日

平30-80020506744号

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

公益財団法人日 【選択】ＪＢＤＦはじめてのボール
本ボールルーム ルームダンス（社交ダンス）指導
者養成講習会
ダンス連盟

公益財団法人日 【選択】ＪＢＤＦはじめてのボール
本ボールルーム ルームダンス（社交ダンス）指導
者養成講習会
ダンス連盟

講習の概要
第1期
講義：石川
副理事長）
学習指導要領に即した体育の授業における男女共修のダンスと 実技：堀口
トラクター）
して、ボールルームダンス（社交ダンス）の指導法を講習する。
「生涯スポーツと学校体育そしてダンス」「これからの学習とボー 実技：桜田
ルルームダンス」等の講義、ダンス実技・指導法および、受講者 ラクター）
が生徒として体験する模擬授業（グループ指導・授業のまとめと 第2期
講義：佐伯
しての発表会、実技試験）等を通じ、学校教育の中で豊かな心
（共生する力や態度、好ましい人間関係の醸成等）を育成するこ 学教授）
実技：堀口
とを考察する。
クター）
実技：小松
トラクター）

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

受講料

第1期：平成30年8月23
日～平成30年8月24日
20時間 第2期：平成30年11月
10日～平成30年11月
11日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校保健体育
教諭、特別支援
学校教諭

4,000円

50人

平成30年5月1日～
平成30年6月30日

平30-80020506745号

03-5652-7351

http://www.jbdf.or.jp/

第1期：平成30年7月26
日～平成30年7月27日
第2期：平成30年11月3
日～平成30年11月4日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校保健体育
教諭、特別支援
学校教諭

4,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年6月30日

平30-80020506746号

03-5652-7351

http://www.jbdf.or.jp/

教諭
養護教諭

対象学校種は、
小・中・高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校。教科種は問
わない。

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年7月20日

平30-80023505212号

03-5309-2421

http://www.cric.or.jp

晋（（公財）日本健康スポーツ連盟
さと子（JBDF商業（プロ）1級インス
大阪府大阪市
【第1期】
大阪府池田市
年詩雄（日本ウェルネススポーツ大 【第2期】
まゆ（JBDF商業（プロ）1級インスト

宏（JBDF商業（プロ）1級インストラ
美年子（JBDF商業（プロ）1級インス

第1期
講義：佐伯 年詩雄（日本ウェルネススポーツ大
学教授）
学習指導要領に即した体育の授業における男女共修のダンスと 実技：堀口 宏（JBDF商業（プロ）1級インストラ
クター）
して、ボールルームダンス（社交ダンス）の指導法を講習する。
「生涯スポーツと学校体育そしてダンス」「これからの学習とボー 実技：桜田 まゆ（JBDF商業（プロ）1級インスト
鹿児島県鹿児
ルルームダンス」等の講義、ダンス実技・指導法および、受講者 ラクター）
島市
が生徒として体験する模擬授業（グループ指導・授業のまとめと 第2期
講義：石川 晋（（公財）日本健康スポーツ連盟
しての発表会、実技試験）等を通じ、学校教育の中で豊かな心
（共生する力や態度、好ましい人間関係の醸成等）を育成するこ 副理事長）
実技：島 輝子（JBDF商業（プロ）1級インストラ
とを考察する。
クター）
実技：村田 恭子（JBDF商業（プロ）1級インスト
ラクター）

学校運営のコンプライアンスとして必須であるだけでなく、児童生
徒に対する情報モラル教育の一要素としても重要な著作権につ
公益社団法人著 【選択】教員に必要な著作権の基 いて、教員として必要とされる基礎的な知識を身につけることを 上野 達弘（早稲田大学法学学術院教授）
目的とする。具体的には、「著作権の基礎知識」、「著作権教育の 大和 淳（福岡教育大学教育学部教授）
作権情報センター 礎知識を身につける
考え方、行い方」、「学校運営と著作権」等の講義を行い、その後
「筆記試験」を行う。

20時間

東京都新宿区

6時間 平成30年8月10日

【選択】建設業界でのキャリア教
一般財団法人建
育に活かす職業体験活動（実務
設業振興基金
施工体験研修）

建設技術者、技能者の為の職業訓練施設として昭和５７年に開
設された三田建設技能研修センターでは技能向上、資格取得講
習を始め高校生の体験セミナーや無職者への就業講習、更には
講師養成講習など建設関連の講習を幅広く行っている。これらの
古阪 秀三（立命館大学OIC総合研究機構客員
兵庫県三田市
経験を生かして建設現場での基本的な作業体験や建設業の魅
教授）
力や社会的重要性等を２泊３日で学ぶことにより、高等学校等で
専門教育に携わる教員にとっては今後の教育活動に有用となる
体験となり、また中学校の教員にとっては高等学校進学を控える
生徒に対する有用な情報を得る好機となる。

18時間

平成30年8月6日～
平成30年8月8日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

24,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年7月27日

平30-80028505613号

03-5473-4572

http://www.kensetsukikin.or.jp

【選択】建設業界でのキャリア教
一般財団法人建
育に活かす職業体験活動（実務
設業振興基金
施工体験研修）

「ものづくりは人づくりから」。主に工業高等学校等で専門教育に
携わる教員が、わが国最大規模の建設職業訓練施設「富士教育
訓練センター」において建設工事の実務を体験する2泊3日のプロ
グラム。建設現場における工程と作業体験、また、職業訓練に携
静岡県富士宮
浦江 真人（東洋大学理工学部建築学科教授）
わる教官等との交流を通じ、わが国における建設産業の魅力及
市
び現状と課題を把握することにより、工業高等学校の教諭以外に
とっても多様なキャリア教育の観点から、今後の教育活動や進路
指導に有用となる体験を提供する。

18時間

平成30年8月8日～
平成30年8月10日

教諭
養護教諭

全教諭（工業高
等学校教諭、進
路指導を担当す 19,280円
る教諭 等）、養
護教諭

20人

平成30年4月16日～
平成30年7月27日

平30-80028505614号

03-5473-4572

http://www.kensetsukikin.or.jp

【選択】建設業界でのキャリア教
一般財団法人建
育に活かす職業体験活動（実務
設業振興基金
施工体験研修）

「ものづくりの楽しさを人づくりに生かす」。小学校・中学校・高等
学校等でいつも生徒と共にいる先生方が、建設技術者、技能者
のための職業訓練施設において、建設工事（建築・土木）の専門
工事を体験する。建設現場における施工体験、作業体験、躯体・
落合 英俊（九州大学名誉教授）
内装・仕上げなどの職業訓練に携わる教官との交流を通じ、建設
業（建設産業）の魅力や現状と課題を把握することにより、キャリ
ア教育の観点から、今後の教育活動や進路指導に有用となる実
務施工体験を提供する。

18時間

平成30年8月20日～
平成30年8月22日

教諭
養護教諭

全教諭、養護教
諭

15,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年8月7日

平30-80028505615号

03-5473-4572

http://www.kensetsukikin.or.jp

福岡県福岡市

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
公益社団法人学
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る
【選択】今日からすぐ使えるネット
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
ネットやスマホの問題、ネットいじめ・携帯やLINEトラブル等に特
いじめ・ネットトラブル対策
究科教授）
所
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

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,000円

63人

平成30年4月16日～
平成30年7月14日

平30-80032505183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。本講
公益社団法人学 【選択】保護者対応や生徒指導が
座は、現場で長く生徒指導・教育相談に携わり、豊富な相談経験 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 変わる！－今日からすぐ使える
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セラ 究科教授）
所
生徒指導の技－
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

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,000円

63人

平成30年4月16日～
平成30年7月14日

平30-80032505184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、個を成長さ
金山 健一（神戸親和女子大学大学院文学研
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で
究科教授）
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

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,000円

96人

平成30年4月16日～
平成30年7月14日

平30-80032505185号

084-962-3513

http://www.aises.info

公益社団法人学
【選択】今日からすぐ使える集団
校教育開発研究
づくり・学級経営の技
所
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

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「Ｓ
ＥＬ（社会性と情動の学習）」を紹介します。日本の学校教育に合
公益社団法人学
【選択】子どもや学級が変わる！ わせた効果的な導入方法や、日常の教育活動等に活かすため 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
のポイントをわかりやすく解説します。また、適切な他者の感情理 授）
子どもの共感性を育てるＳＥＬ
所
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。

公益社団法人学
【選択】今日からすぐ使える集団
校教育開発研究
づくり・学級経営の技
所

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、個を成長さ
金山 健一（神戸親和女子大学大学院文学研
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で
究科教授）
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。

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る
公益社団法人学
金山 健一（神戸親和女子大学大学院文学研
【選択】今日からすぐ使えるネット
ネットやスマホの問題、ネットいじめ・携帯やLINEトラブル等に特
校教育開発研究
究科教授）
いじめ・ネットトラブル対策
化した内容を講義します。未然防止に加え、トラブルが起こってし
所
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。
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。本講
公益社団法人学 【選択】保護者対応や生徒指導が
座は、現場で長く生徒指導・教育相談に携わり、豊富な相談経験 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 変わる！－今日からすぐ使える
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セラ 究科教授）
生徒指導の技－
所
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。

講習の開催地

時間数

北海道札幌市

兵庫県神戸市

兵庫県神戸市

兵庫県神戸市

講習の期間

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

96人

平成30年4月16日～
平成30年7月14日

平30-80032505186号

084-962-3513

http://www.aises.info

6時間 平成30年5月26日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,000円

90人

平成30年4月16日～
平成30年5月12日

平30-80032505187号

084-962-3513

http://www.aises.info

6時間 平成30年7月16日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,000円

90人

平成30年4月16日～
平成30年7月2日

平30-80032505188号

084-962-3513

http://www.aises.info

6時間 平成30年9月2日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,000円

90人

平成30年4月16日～
平成30年8月19日

平30-80032505189号

084-962-3513

http://www.aises.info

教諭
養護教諭

6,000円

90人

平成30年4月16日～
平成30年9月15日

平30-80032505190号

084-962-3513

http://www.aises.info

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月19日

平30-80032505191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】今日からすぐ使えるいじめ
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
予防・対応と命の教育
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

新潟県新潟市

受講人数

6,000円

6時間 平成30年9月29日

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。これまで
公益社団法人学 【選択】】学級経営が変わる！ア
栗原 慎二（広島大学大学院教育学研究科教
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改
校教育開発研究 セスの使い方・活かし方＜基礎編
授）
革等で成果をあげてきた講師が、アセスの使い方、結果の読み
所
＞
中林 浩子（新潟市立大形中学校教頭）
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。

受講料

6時間 平成30年8月1日

兵庫県神戸市

新潟県新潟市

主な受講対象者

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、中等教育学
教諭
養護教諭 校、特別支援学
校教諭及び養護
教諭

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】子どものポジティブな行動
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 を強化する－子どもがつくる温か
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）
な学級づくり学校づくり－
所
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

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、問題行動の減少に
公益社団法人学 【選択】子どものポジティブな行動
つながることを学びます。具体的にはPBIS(ポジティブな行動への 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 を強化する－子どもがつくる温か
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いて学 授）
な学級づくり学校づくり－
所
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。

対象職種

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭及び養護
教諭
幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭
校、中等教育学
養護教諭
校、特別支援学
校教諭及び養護

6時間 平成30年6月3日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月19日

平30-80032505192号

084-962-3513

http://www.aises.info

6時間 平成30年7月28日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月14日

平30-80032505193号

084-962-3513

http://www.aises.info

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月14日

平30-80032505194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、
公益社団法人学 【選択】夏休み明けの学級経営が 解釈の仕方を演習を通して学びます。さらに、その解釈をもとに、 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 変わる！アセスの使い方・活かし 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の皆 授）
所
方＜応用編＞
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い。」「な 中林 浩子（新潟市立大形中学校教頭）
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

教諭
養護教諭

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
公益社団法人学
ムのメンバーで、ＳＥＬにもっとも造詣の深い講師が、日本の学校
【選択】子どもや学級が変わる！
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
教育に合わせた効果的な導入の在り方や、日常の教育活動等に
子どもの共感性を育てるSEL
授）
所
活かすためのポイントをわかりやすく解説します。また、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

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年9月8日

平30-80032505195号

084-962-3513

http://www.aises.info

6時間 平成30年9月23日

教諭
養護教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭及び養護
教諭

6,500円

30人

平成30年4月16日～
平成30年9月8日

平30-80032505196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】ピア・サポートで学校が変 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
校教育開発研究 わる！思いやりを行動化できる子 の方向性を踏まえ、”友達同士で支え合い、主体的に課題を解決 授）
どもを育てる
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“思 中林 浩子（新潟市立大形中学校教頭）
所
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
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

○これまでの教育実践の中で大切にしてきたこと，試行錯誤しな
がら取り組んできたこと，その中で考え繰り上げてきたことなどを
振り返り，記録に残す。
○その記録に基づいて，専門職として実践を語り合い表明し，明
【選択】教育実践と教育改革Ⅲ－
日の実践に向けた展望を拓いていく。
福井県教育委員
アクティブに「教育実践の省察」を
○また，一連の取組を通して，学校における協働性や同僚性の
会・福井大学
深める－
意義についても考えを広げていく。
○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。

○これまでの教育実践の中で大切にしてきたこと，試行錯誤しな
がら取り組んできたこと，その中で考え繰り上げてきたことなどを
振り返り，記録に残す。
○その記録に基づいて，専門職として実践を語り合い表明し，明
【選択】教育実践と教育改革Ⅲ－
日の実践に向けた展望を拓いていく。
福井県教育委員
アクティブに「教育実践の省察」を
○また，一連の取組を通して，学校における協働性や同僚性の
会・福井大学
深める－
意義についても考えを広げていく。
○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。

担当講師
松木 健一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
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）
高阪 将人（福井大学大学院教育学研究科講
師）
岸野 麻衣（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
木村 優（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）
廣澤 愛子（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）
中島 健（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 健一（福井大学大学院教育学研究科教
未来（福井大学大学院教育学研究科准
松木
授）
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）
高阪 将人（福井大学大学院教育学研究科講
師）
岸野 麻衣（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
木村 優（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）
廣澤 愛子（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）
中島 健（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

講習の開催地

時間数

福井県坂井市

福井県坂井市
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講習の期間

6時間 平成30年7月25日

6時間 平成30年8月9日

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

教諭

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。

0円

270人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007506829号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

教諭

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。

0円

140人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007506830号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

○これまでの教育実践の中で大切にしてきたこと，試行錯誤しな
がら取り組んできたこと，その中で考え繰り上げてきたことなどを
振り返り，記録に残す。
○その記録に基づいて，専門職として実践を語り合い表明し，明
【選択】教育実践と教育改革Ⅲ－
日の実践に向けた展望を拓いていく。
福井県教育委員
アクティブに「教育実践の省察」を
○また，一連の取組を通して，学校における協働性や同僚性の
会・福井大学
深める－
意義についても考えを広げていく。
○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。

○これまでの教育実践の中で大切にしてきたこと，試行錯誤しな
がら取り組んできたこと，その中で考え繰り上げてきたことなどを
振り返り，記録に残す。
○その記録に基づいて，専門職として実践を語り合い表明し，明
【選択】教育実践と教育改革Ⅲ－
日の実践に向けた展望を拓いていく。
福井県教育委員
アクティブに「教育実践の省察」を
○また，一連の取組を通して，学校における協働性や同僚性の
会・福井大学
深める－
意義についても考えを広げていく。
○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。

担当講師
松木 健一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
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）
高阪 将人（福井大学大学院教育学研究科講
師）
岸野 麻衣（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
木村 優（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）
廣澤 愛子（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）
中島 健（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 健一（福井大学大学院教育学研究科教
未来（福井大学大学院教育学研究科准
松木
授）
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）
高阪 将人（福井大学大学院教育学研究科講
師）
岸野 麻衣（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
木村 優（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）
廣澤 愛子（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）
中島 健（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

講習の開催地

時間数

福井県小浜市

福井県坂井市
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講習の期間

6時間 平成30年8月17日

6時間 平成30年8月24日

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

教諭

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。

0円

90人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007506831号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

教諭

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。

0円

200人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007506832号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

6時間 平成30年12月27日

教諭

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。

0円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007506833号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

愛知県大府市

平成30年8月16日、
18時間 平成30年8月17日、
平成30年8月20日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・義務教
育学校・高等学 18,000円
校・特別支援学
校教諭

50人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-90013506629号

0562-46-1218

http://www.sgk.ac.jp/

愛知県大府市

6時間 平成30年12月25日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・義務教
育学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年10月31日

平30-90013506630号

0562-46-1218

http://www.sgk.ac.jp/

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

140人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-90025506289号

092-851-6742

http://www.nakamurau.ac.jp/

新学習指導要領における生活の営みに係る見方・考え方を働か
せる実践的・体験的な活動を通した授業の在り方を、特に衣生活
中村学園大学・ 【選択】見方・考え方を働かせる 教材制作を通して具体的に考える。その中で、各自が制作のプレ
中村学園大学短 家庭科の授業を考える～衣生活 ゼンを行い、個々の学びの変容に目をむけたパフォーマンス評価 筒井 恵子（栄養科学部特任教授）
期大学部
教材制作を通して～
についても協議を深める。簡単な実習を通して新学習指導要領
の授業の在り方を考える観点から、家庭科担当教諭以外も対象
とする。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月9日

教諭

小学校・中学校
教諭等

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-90025506290号

092-851-6742

http://www.nakamurau.ac.jp/

新学習指導要領「理科」の目標及び内容について以下の点から
解説を行う。
①「理科の見方・考え方」、「資質・能力」、「深い学び」など、新学
習指導要領のポイントについて。
中村学園大学・ 【選択】小学校学習指導要領「理
②新設単元、新規項目、移行項目など、その意図について。
中村学園大学短 科」の目標及び内容についての
石田 靖弘（教育学部准教授）
③理科の見方・考え方を働かせることによって授業や子供の学び
期大学部
解説
は、どのように変わるのか。
④授業づくりの要点について。
以上の点について、観察や実験を行いながら講義と演習を実施
する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-90025506291号

092-851-6742

http://www.nakamurau.ac.jp/

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,700円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-90025506292号

092-851-6742

http://www.nakamurau.ac.jp/

・新しい幼稚園教育要領を踏まえ、保育者の連携について事例を
【選択】保育の営みから捉える
通してグループワークを行います。
中村学園大学・
「幼児期の終わりまでに育ってほ ・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」について、保育実践の 永渕 美香子（幼児保育学科講師）
中村学園大学短
しい姿」－保育者の連携と保育実 中でどのように具現化していくのかを考察します。講習に参加さ 櫻井 裕介（幼児保育学科講師）
期大学部
践から－
れる現職の方々の園での取り組みと10の姿を育む視点につい
て、理解を深めることを目的とします。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-90025506293号

092-851-6742

http://www.nakamurau.ac.jp/

平成28年12月中教審答申で、アクティブラーニングを新たに「主
体的･対話的で深い学び」と表現しました。講習では、「主体的・対
中村学園大学・ 【選択】高等学校家庭科学習指導 話的で深い学び」を生み出す協調学習の一つであるジグソー法
中村学園大学短 －足場かけでジグソー法をうまく を取り上げ､高等学校家庭科における授業を構想します。授業者 萩尾 久美子（栄養科学部准教授）
期大学部
進めよう－
にかなりの力量が求められる学習法ですが、はじめてでもうまく
進めることができるように足場かけ（学習者の学習を促進する手
段のようなもの）方略をもとに､体験を通して学んでいただきます。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月22日

教諭

高等学校教諭
（家庭科）限定

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-90025506294号

092-851-6742

http://www.nakamurau.ac.jp/

松木 健一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
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
○これまでの教育実践の中で大切にしてきたこと，試行錯誤しな
教授）
がら取り組んできたこと，その中で考え繰り上げてきたことなどを
高阪 将人（福井大学大学院教育学研究科講
振り返り，記録に残す。
師）
○その記録に基づいて，専門職として実践を語り合い表明し，明
岸野 麻衣（福井大学大学院教育学研究科准
【選択】教育実践と教育改革Ⅲ－
日の実践に向けた展望を拓いていく。
福井県教育委員
教授）
アクティブに「教育実践の省察」を
○また，一連の取組を通して，学校における協働性や同僚性の
会・福井大学
木村 優（福井大学大学院教育学研究科准教
深める－
意義についても考えを広げていく。
授）
○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
新井 豊吉（福井大学大学院教育学研究科准
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
教授）
対象とする。
荒木 良子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
廣澤 愛子（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）
中島 健（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

福井県坂井市

教員にとって子どもの安全を守ることは、最も重要な事項である
谷岡
が、これまでの研修の主要なテーマになることは少なかった。
しかし、東日本大震災以降、有事の際にどのような対応をすべき 伊藤
至学館大学・至 【選択】これからの安全教育のあ
なのかという思いを多くの教育関係者が抱いている。東日本大震 笹竹
学館大学短期大 り方 ～東日本大震災に学ぶリ
災は、天災であり、人災であり、また文明災であると表現した方 小塚
スクマネジメントを基本に～
学部
がいるが、被災された方々、復興に尽力されている方々の経験を 吉本
もとに「これからの安全教育のあり方」を様々な視点から学ぶ機 細谷
会を設定する。

郁子（健康科学部教授）
尋思（健康科学部教授）
英穂（健康科学部教授）
諭（健康科学部教授）
健一（健康科学部准教授）
正明（短期大学部教授）

郁子（健康科学部教授）
尋思（健康科学部教授）
かおり（健康科学部准教授）
太機（健康科学部助教）
有希（健康科学部助教）
正明（短期大学部教授）

女子アスリートの育成は、女性特有の身体特性や思春期におけ
る女子のスポーツ離れなど、様々な事柄と向かい合っていく必要
至学館大学・至
【選択】女子アスリートの育成とケ がある。本学では、女子アスリートのサポートに関して、過去から
学館大学短期大
様々な取り組みをしており、多くの知見やデータを集積している。
アについて
学部
その経験をもとに、「女子アスリートの育成とケア」について学ぶ
機会を設定する。
中村学園大学・
中村学園大学短 【選択】絵本の教材研究
期大学部

中村学園大学・
【選択】幼児の造形表現 理論と
中村学園大学短
制作
期大学部

谷岡
伊藤
光岡
宮澤
杉島
細谷

絵本の教材研究を中心に行う。教材研究の上で、幼児の理解力
などを考えながら、読み聞かせという表現について考える。また、
古相 正美（教育学部教授）
絵本の効用を考えるとともに、現場における絵本の使用法をも考
察する。

本講習では、幼児の造形教育の理論に関する内容として、幼稚
園教育要領の「表現」の内容や幼児の描画の発達段階等を再確
倉原 弘子（教育学部講師）
認する。また、作品制作として、飛び出す仕組みを用いたカード制
作等、紙を用いた作品制作を行う。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-90025506295号

092-851-6742

http://www.nakamurau.ac.jp/

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-90025506296号

092-851-6742

http://www.nakamurau.ac.jp/

福岡県福岡市

6時間 平成30年10月6日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-90025506297号

092-851-6742

http://www.nakamurau.ac.jp/

『グローバル化に対応した英語教育改革の５つの提言』に対応す
るためには､一人の教師の努力だけでは困難であり､各教師の経
【選択】コミュニケーション能力の 験知を広く交換し､励まし合いながら授業改善を進めなければな
西南女学院大
横溝 紳一郎（人文学部教授）
学・西南女学院 育成に向けた英語授業の改善を らない。本講習では①「Teaching English through English」 ②「生
塚本 美紀（人文学部准教授）
徒のやる気を引き出す教材・教室活動」をテーマとして講習を行
大学短期大学部 めざして
う。講師と受講生との情報・意見共有によって、授業活性化の方
向性を探りたい。

福岡県北九州
市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭向
け、小学校教諭
向け

6,000円

20人

平成30年4月19日～
平成30年7月31日

平30-90026504930号

093-583-5130

http://www.seinanjo.ac.jp

社会構造の複雑化に伴い、子どもを取り巻く環境が大きく変化し
てきている。その影響を受け、学校で不適応行動を起こしている
【選択】スクールソーシャルワー 子どもは少なくない。その解決のためには、子どもへの支援だけ 今村 浩司（保健福祉学部准教授）
西南女学院大
学・西南女学院 カーと連携した子ども支援の在り ではなく、その子どもを取り巻く社会的環境に着目した解決策が 西丸 月美（保健福祉学部講師）
必要となってきている。本講では、子どもを取り巻く社会的背景を 一期﨑 直美（保健福祉学部講師）
大学短期大学部 方
理解するとともに、スクールソーシャルワーカーの役割と養護教
諭との連携の在り方を解説していく。

福岡県北九州
市

6時間 平成30年8月21日

養護教諭

養護教諭向け

6,000円

20人

平成30年4月19日～
平成30年7月31日

平30-90026504931号

093-583-5130

http://www.seinanjo.ac.jp

次世代の健康を推進するために、食と健康について次の視点か
ら解説する。
（１）栄養に関係する遺伝子の働きが、人の健康にどのように影
西南女学院大
【選択】食と健康～次世代の健康
響するかについて概説する。
学・西南女学院
を推進するために～
（２）成長期の子どもたちにおける食事について、栄養上の留意
大学短期大学部
点、現代社会が抱える問題点とその対応策、理想の食事内容に
ついて解説する。

福岡県北九州
市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

6,000円

40人

平成30年4月19日～
平成30年7月31日

平30-90026504932号

093-583-5130

http://www.seinanjo.ac.jp

福岡県北九州
市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

40人

平成30年4月19日～
平成30年7月31日

平30-90026504933号

093-583-5130

http://www.seinanjo.ac.jp

平成29年に告示された小学校学習指導要領の内容を反映させ
中村学園大学・
【選択】新学習指導要領に対応し た書写指導についての講義と授業づくりについて行う。授業づくり
中村学園大学短
岡田 充弘（教育学部講師）
た小学校書写指導
の際に、ICTの効果的な活用の仕方や、対話的な学びの取り入
期大学部
れ方などについても講義する。

福岡県福岡市

新規採用幼稚園教諭の特性を理解する手段として大学や幼稚園
教諭養成制度の変化の実態を概説する。さらに、養成校と幼稚
中村学園大学・
【選択】幼稚園教諭養成の現状と 園の架け橋である幼稚園教育実習の内容の変化と学生の受け
松尾 智則（幼児保育学科教授）
中村学園大学短
止めについてアンケート結果等により紹介する。さらにグループ
課題
期大学部
ワークで受講者の体験の省察と共有を行い、今後の幼稚園教育
実習や新人教育の取り組みに資することを目的とする。

中村学園大学・
中村学園大学短 【選択】算数・数学の考え方
期大学部

本講習では，予備知識がほとんどいらない算数や数学の問題を
解くことを通して，数学的な物の見方や数学自体がもつ魅力につ
いて考えることを主な目的とする。「なぜ算数や数学を学ぶ必要
があるのか」という問いに対する答えは，一般に一意的には定ま
村原 英樹（教育学部講師）
らないかもしれないが，少なくとも算数を教えるにあたって，純粋
数学がもつ魅力について知っておくことは，その魅力を伝える上
では有用である。本講習は講義・演習形式で行い，小学校教諭を
主な対象とするが，それ以外の方の参加も可能である。

南里
手嶋
近江
天本

宏樹（保健福祉学部教授）
英津子（保健福祉学部講師）
雅代（保健福祉学部教授）
理恵（保健福祉学部准教授）

本講習では、2017年3月に改訂された幼稚園教育要領に基づ
西南女学院大
き、これからの幼児教育に必要な保育内容を考える。幼児理解を 末嵜 雅美（大学短期大学部教授）
【選択】保育の質の向上と保育者
学・西南女学院
深め、幼児の主体性が育つ遊びを通した保育実践について、幼 篠木 賢一（大学短期大学部講師）
の専門性
大学短期大学部
児の身体の発達を促すような運動遊びと運動機能、遊びを促す 阿南 寿美子（大学短期大学部准教授）
環境づくりと環境遊びについて学ぶ。
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