平成３０年度（第５回）認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」
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

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の 佐藤 貴虎（旭川大学短期大学部幼児教育学科
4つの事項について、教員に求められる最新の知識・技能の修得 教授）
北海道旭川市
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。な
片桐 正敏（北海道教育大学旭川校教授）
お、本講習は8月3日開催の選択必修講習と連続して行うもので
す。

6時間 平成30年8月2日

9,000円

100人

平成30年6月19日～
平成30年6月29日

平30-80011100999号

03-3237-1957

https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の 佐藤 貴虎（旭川大学短期大学部幼児教育学科
4つの事項について、教員に求められる最新の知識・技能の修得 教授）
北海道札幌市
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。な
片桐 正敏（北海道教育大学旭川校教授）
お、本講習は8月3日開催の選択必修講習と連続して行うもので
す。

6時間 平成30年8月2日

9,000円

150人

平成30年6月19日～
平成30年6月29日

平30-80011101000号

03-3237-1957

https://youchien.com/

八戸学院大学

【必修】教育の最新事情

学校現場の実態を踏まえながら、受講者のニーズに対応すべく、
中学校校長経験者を含む教育学、幼児教育学、心理学を専門と
する講師が担当する。学校を巡る諸問題、期待される教師像、子
どもの発達に関する最近の知見やＬＤ・ＡＤＨＤ等の特別支援教
育、カウンセリングマインド等について理解を図る。

杉山 幸子（健康医療学部非常勤講師、八戸学
院大学短期大学部幼児保育学科教授）
青森県八戸市
小野寺 實（地域経営学部非常勤講師）
瀧澤 志穂（健康医療学部非常勤講師）

6時間 平成30年7月28日

6,000円

200人

平成30年6月18日～
平成30年7月6日

平30-30030100991号

0178-25-2711

http://www.hachinoheu.ac.jp

【必修】教育の最新事情

学校現場の実態を踏まえながら、受講者のニーズに対応すべく、
中学校校長経験者を含む教育学、幼児教育学、心理学を専門と
する講師が担当する。学校を巡る諸問題、期待される教師像、子
どもの発達に関する最近の知見やＬＤ・ＡＤＨＤ等の特別支援教
育、カウンセリングマインド等について理解を図る。

杉山 幸子（健康医療学部非常勤講師、八戸学
院大学短期大学部幼児保育学科教授）
青森県八戸市
小野寺 實（地域経営学部非常勤講師）
瀧澤 志穂（健康医療学部非常勤講師）

6時間 平成30年12月25日

6,000円

200人

平成30年6月18日～
平成30年7月6日

平30-30030100992号

0178-25-2711

http://www.hachinoheu.ac.jp

八戸学院大学

つくば国際短期大
【必修】教育の最新状況
学

｢国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての査察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見」「多様化に応じた学級づくりと学級担任の 小野崎 美奈子(保育科講師）
役割」「カウンセリングマインドの必要性」について現状を踏まえ、
教員がどのよう対応することが望ましいのかを考えていきます。

茨城県土浦市

6時間 平成30年10月8日

6,000円

100人

平成30年8月20日～
平成30年8月31日

平30-35040100965号

029-821-6125

http://www.ktt.ac.jp/tijc
/

足利大学

【必修】教育の最新事情

幼稚園教諭や保育教諭を主な対象に、必修領域として示されてい
る４事項について理解を深める。
鈴木 健一（宇都宮共和大学シティライフ学部特
１．国の教育政策や世界の教育の動向
任教授）
栃木県足利市
２．教員としての子ども観、教育観等についての省察
木村 壽子（足利短期大学教授）
３．子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見
４．子どもの生活の変化を踏まえた課題

6時間 平成30年8月21日

6,000円

80人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平30-30066101008号

0284-22-5733

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

【必修】教育の最新事情

小学校以上の学校種の教員を主な対象に、必修領域として示され
ている４事項について理解を深める。
１．国の教育政策や世界の教育の動向
池守 滋（教職課程センター教授）
２．教員としての子ども観、教育観等についての省察
森 慶輔（教職課程センター准教授）
３．子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見
４．子どもの生活の変化を踏まえた課題

栃木県足利市

6時間 平成30年8月22日

6,000円

120人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平30-30066101009号

0284-22-5733

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

【必修】教育の最新事情

「国の教育施策や世界の教育の動向」、「教員としての子ども観、
教育観等についての省察」、「子どもの発達に関する脳科学、心理
学等における最新の知見」、「子どもの生活の変化を踏まえた課
題」の4項目について、教育学系、臨床心理学系、学校管理経験
者による講師が、最新のデータに基づき、教育機器を使用しなが
ら、分かりやすく講習を行います。

埼玉県深谷市

6時間 平成30年8月16日

6,000円

150人

平成30年6月18日～
平成30年6月22日

平30-30088101007号

048-585-6811

http://www.sit.ac.jp/

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」に
ついての講義を行います。受講生との対話を取り入れた講習を積
極的に展開し、修了認定試験では筆記による総合的問題を実施し
ます。

埼玉県川越市

6時間 平成30年8月23日

6,000円

80人

平成30年6月18日～
平成30年6月30日

平30-30098101005号

049-235-2157

https://www.tohomusic.ac.jp

【必修】教育の最新事情（幼児）

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観，教
育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学，心理学
松嵜 洋子（教育学部教授）
等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の
中道 圭人（教育学部准教授）
４つの事項について，教員に求められる最新の知識・技能の修得
と今日的な教育課題についての理解を深めることを目指す。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月7日

8,500円

50人

平成30年6月18日～
平成30年6月28日

平30-10021100951号

043-290-2529

http://menkyokoushin.c
hiba-u.jp

足利大学

埼玉工業大学

東邦音楽大学

千葉大学

田中
佐藤
藤巻
亀谷

正一（工学部教授）
由美（人間社会学部教授）
るり（人間社会学部准教授）
秀樹（人間社会学部非常勤講師）

西田
石橋
二俣
馬場

康子（特任准教授）
裕（特任講師）
泉（講師）
存（准教授）
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平成３０年度（第５回）認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」
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ＵＲＬ

【必修】教育の最新事情Ａ

本講習ではテキストを用いて，以下の内容を取り扱う。
①国の政策や世界の教育の動向
②教員としての子ども観，教育観についての考察
③子どもの発達に関する脳科学，心理学等における最新の知見
（特別支援教育に関するものを含む）
④子どもの生活の変化を踏まえた課題
※講座の中で，「子どもの貧困問題」「心のバリアフリー」について
も取り上げる。

保坂
天笠
岩田
笠井
渡邉
伊藤

亨（教育学部教授）
茂（教育学部教授）
美保（教育学部教授）
孝久（教育学部准教授）
健二（教育学部准教授）
英希（教育学部准教授）

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月22日

8,500円

100人

平成30年6月18日～
平成30年6月28日

平30-10021100952号

043-290-2529

http://menkyokoushin.c
hiba-u.jp

千葉大学

【必修】教育の最新事情Ｂ

本講習ではテキストを用いて，以下の内容を取り扱う。
①国の政策や世界の教育の動向
②教員としての子ども観，教育観についての考察
③子どもの発達に関する脳科学，心理学等における最新の知見
（特別支援教育に関するものを含む）
④子どもの生活の変化を踏まえた課題
※講座の中で，「子どもの貧困問題」「心のバリアフリー」について
も取り上げる。

保坂
天笠
岩田
笠井
渡邉
伊藤

亨（教育学部教授）
茂（教育学部教授）
美保（教育学部教授）
孝久（教育学部准教授）
健二（教育学部准教授）
英希（教育学部准教授）

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月22日

8,500円

100人

平成30年6月18日～
平成30年6月28日

平30-10021100953号

043-290-2529

http://menkyokoushin.c
hiba-u.jp

千葉大学

現代的な教育課題が様々に語られている現状では、教員としてこ
れまでの子どもの見方・捉え方を変換する必要に迫られている。
そうした、観点を基に授業に対する考え方を広げ、子どもの成長を
【必修】教員としての子ども観、教 促す授業観の転換、ひいては教育全体に対する考え方を見直す
鈴木 隆司（教育学部教授）
育観等についての省察
必要がある。本講座では、こうした子ども観・授業観・教育観の転
換を具体的に考えるために、教科・領域を横断的捉える教材を用
意して、実際に体験しながら学んでいただくアクティブな学びを展
開する。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月24日

8,500円

30人

平成30年6月18日～
平成30年6月28日

平30-10021100954号

043-290-2529

http://menkyokoushin.c
hiba-u.jp

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の 岩田 泉（福祉総合学部教授）
４事項について、最新の知識・技能の習得と今日的教育課題に関 井上 敏博（経営情報学部教授）
する理解を目的とし、講義をおこなう。現在、学校が抱える問題や 阿部 信太郎（経営情報学部教授）
地域との連携が多様化・複雑化するなか、社会の尊敬と信頼を得
る教員・学校作りを考察していく。

千葉県東金市

6時間 平成30年7月31日

6,000円

100人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平30-30121100961号

0475-55-8842

https://www.jiu.ac.jp/

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の 岩田 泉（福祉総合学部教授）
４事項について、最新の知識・技能の習得と今日的教育課題に関 井上 敏博（経営情報学部教授）
する理解を目的とし、講義をおこなう。現在、学校が抱える問題や 阿部 信太郎（経営情報学部教授）
地域との連携が多様化・複雑化するなか、社会の尊敬と信頼を得
る教員・学校作りを考察していく。

千葉県鴨川市

6時間 平成30年8月1日

6,000円

100人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平30-30121100962号

0475-55-8842

https://www.jiu.ac.jp/

【必修】教育の最新事情

【講習概要】次の４項目を中心に最新の教育事情について講義す
る。①国の教育政策や世界の教育の動向 ②教員としての子ども 丸橋 唯郎（法学部教授）
観、教育観等についての省察 ③子どもの発達に関する脳科学、 小松 伸之（法学部准教授）
心理学等における最新の知見 ④子どもの生活の変化を踏まえ 清水 聡（法学部非常勤講師）
た課題

千葉県木更津
市

6時間 平成30年10月13日

6,000円

60人

平成30年6月20日～
平成30年7月11日

平30-30123100996号

0438-30-5554

http://seiwa-univ.ac.jp

今日の幼稚園教諭に求められる最新の教育事情について「国の
教育政策や世界の教育の動向」、「教員としての子ども観・教育観
伊藤 恵里子（保育創造学科准教授）
等についての省察」、「子どもの発達に関する脳科学、心理学等に
大村 あかね（保育創造学科講師）
おける最新の知見」、「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の4
つの領域から学ぶ。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月21日

6,000円

70人

平成30年6月17日～
平成30年7月6日

平30-35075100968号

043-265-1613

http://www.chibameitok
u.ac.jp/tandai/

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月20日

6,000円

30人

平成30年6月16日～
平成30年7月23日

平30-30216100975号

042-676-8792

http://www.toyaku.ac.jp

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の
4つの事項について、教員に求められる最新の知識・技能の修得 山室 吉孝（鶴見大学短期大学部保育科教授）
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。な
お、本講習は8月3日開催の選択必修講習と連続して行うもので
す。

神奈川県大和
市

6時間 平成30年8月2日

6,000円

250人

平成30年6月16日～
平成30年6月19日

平30-80011101002号

03-3237-1957

https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

【幼稚園をめぐる教育の最新事情】「幼稚園をめぐる近年の状況
の変化を踏まえた教員の役割」「子どもの生活習慣とからだの変
化を踏まえた課題について』考える」。「選択必修領域講習」の開
催日時は8月1日と2日それぞれの午前を設定し連続して行うもの
です。

神奈川県川崎
市

6時間

6,000円

180人

平成30年6月16日～
平成30年6月23日

平30-80011101003号

03-3237-1957

https://youchien.com/

千葉大学

城西国際大学

城西国際大学

清和大学

千葉明徳短期大
【必修】幼稚園教育の最新事情
学

東京薬科大学

必修領域に関する内容を扱う。国の教育政策や世界の教育の動
【必修】児童・生徒、社会の変化と 向を押さえた上で、教員として持つべき子ども観、教育観について 田子 健（生命科学部教職課程研究室教授）
教育の課題
の考察、子どもの発達に関する心理学等における最新の知見、子 土屋 明美（生命科学部非常勤講師）
どもの生活の変化を踏まえた課題について学ぶこととしたい。

堀 純子（洗足こども短期大学幼児教育保育科
准教授）
曽野 麻紀（洗足こども短期大学幼児教育保育
科講師）
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平成30年8月1日～
平成30年8月2日

平成３０年度（第５回）認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」
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

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

幼稚園教育要領改訂も進められ、新たな保育のあり方が求められ
ている。その背景には、子どもを取り巻く環境の変化があり、世界
的な保育の質への関心の高まり、子どもを一人の人間として見る
などの子ども観などがある。その中で具体的には、子ども主体の
遊びが学びであること、協同的な学びへの関心が大きくなってい
る。ここでは、そうしたこれからの幼稚園教諭に求められる現代的
な課題について、具体的なワークを通して学んでいきたい。なお、
本講習は8月27日開催の選択必修講習と連続して行うものです。

大豆生田 啓友（玉川大学教育学部乳幼児発達
学科教授）
神奈川県横浜
三谷 大紀（関東学院大学教育学部こども発達 市
学科准教授）

6時間 平成30年8月28日

6,000円

100人

平成30年6月16日～
平成30年6月19日

平30-80011101004号

03-3237-1957

https://youchien.com/

富山国際大学

【必修】教育の最新事情

幼稚園教諭（幼稚園教諭免許状を所持する認定こども園及び保
育所・園の保育士を含む）及び小学校教諭を主な対象とし、近年
の国の教育政策や世界の教育の動向、子どもの生活の変化等を
見据えながら、教育の最新事情を、次の4点にわたって講習しま
す。
①国の教育政策や世界の教育の動向 ②教員としての子ども観、
教育観等についての省察 ③子どもの発達に関する脳科学、心理
学等における最新の知見 ④子どもの生活の変化を踏まえた課
題

彼谷
村上
大平
奥田

富山県富山市

6時間 平成30年8月20日

6,000円

80人

平成30年7月9日～
平成30年7月19日

平30-30304101011号

076-436-2570

http://www.tuins.ac.jp

【必修】教育の最新事情

教員としての子ども観、教育観についての省察、子どもの発達と
障害に関する最新の知見、子どもの生活の変化を踏まえた課題
の理解を促す講義を行う。学校教育が直面している諸課題に対応
する教員の意欲と態度を啓発し、教育実践の原動力となる科学的
知識の理解を促す。

布山 清保（社会福祉学部教授）
山浦 和彦（社会福祉学部教授）
小岩井 彰（社会福祉学部教授）
櫻井 康博（社会福祉学部非常勤講師）

長野県上田市

6時間 平成30年8月8日

6,000円

60人

平成30年6月20日～
平成30年7月10日

平30-20043100993号

0268-39-0017

http://www.nagano.ac.jp
/

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を設定
する。各専門分野の大学教員が講習内容を分担し、受講者が現
在の教職・保育職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、
今日的な教育・保育の課題について多面的に理解を深めていくこ
とをねらいとし、幼稚園教諭・保育教諭向けの講義を行う。

成松
太田
鈴木
細田
藤田

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月4日

6,000円

40人

平成30年6月18日～
平成30年7月17日

平30-30337100957号

053-439-1400

http://www.seirei.ac.jp

愛知県豊橋市

6時間 平成30年8月2日

6,000円

150人

平成30年6月18日～
平成30年6月29日

平30-35180100956号

050-2017-2102

http://www.sozo.ac.jp/

桜花学園大学・名
【必修】教育の最新事情
古屋短期大学

幼児期の教育を主たる対象として、①教育専門職に求められる課
題、②教育政策の動向と課題、③子どもの変化をふまえた発達や
金子 晃之（桜花学園大学保育学部教授）
支援の課題、④子どもの生活の変化を踏まえた課題の4項目を主
勝浦 眞仁（桜花学園大学保育学部准教授）
に検討し、教育の最新事情と今日的な課題についての理解を深
めることを目指す。

愛知県豊明市

6時間 平成30年8月21日

6,000円

75人

平成30年6月18日～
平成30年7月6日

平30-90011101006号

0562-97-1306

http://www.ohka.ac.jp

ユマニテク短期大
【必修】教育の最新事情
学

本講座では、「国の教育施策」、「世界の教育の動向」、「子どもの
生活の変化に関する課題」、「子ども観、教育観についての省
堀 建治(幼児保育学科教授)
察」、「子どもの発達に関する最新の知見（特別支援教育に関する
伊藤 喬治(幼児保育学科助教)
ものも含む）」について、各項目に関する内容を取り上げる。講義
十津 守宏(幼児保育学科准教授)
形式を基本とするが、グループワーク等、さまざまな実施形態を採
ることにより、受講者の理解を深める。

三重県四日市
市

6時間 平成30年7月21日

6,000円

30人

平成30年6月25日～
平成30年7月15日

平30-35191100955号

059-356-8170

http://www.jchumanitec.ac.jp/

京都産業大学

本講習では、「教育の最新事情」に関する講義を実施します。「国
の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教育
西川 信廣（現代社会学部 教授）
観等についての考察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学等
河原 省吾（現代社会学部 教授）
京都府京都市
における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。）」「子
小松 晃子（薫化舎コンサルタンツ取締役部長）
どもの生活の変化を踏まえた課題」等について解説・事例研究を
含めた６時間の講習を行います。

6時間 平成30年7月30日

6,000円

100人

平成30年6月16日～
平成30年7月3日

平30-30402100979号

075-705-1479

http://www.kyotosu.ac.jp/

京都ノートルダム
【必修】教育の最新事情
女子大学

教員対象 各1.5時間 講義形式 100名の1クラス開設
・藤本陽三「教員としての子ども観、教育観等についての省察」
・薦田未央「子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最
新の知見（特別支援教育に関するものを含む）」
・佐藤睦子「子どもの生活の変化を踏まえた課題」
・辻敦子「国の教育政策や世界の教育の動向」

京都府京都市

6時間 平成30年8月21日

5,000円

100人

平成30年6月16日～
平成30年6月29日

平30-30408100994号

075-706-3745

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

佛教大学

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「教員としての子ども観、
教育観等についての省察」、「子どもの発達に関する脳科学、心理
学等における最新の知見」、「子どもの生活の変化を踏まえた課
原 清治（教育学部教授）
題」の4つの事項を中心に講習を行い、学校現場で教育実践を行
菅原 伸康（関西学院大学教育学部教授）
うために求められる教育政策や教育問題に関する最新の知識・情
報の修得を目指すとともに、特別支援などの今日的な教育課題に
ついての理解も深める。

京都府京都市

6時間 平成30年8月11日

6,710円

100人

平成30年6月30日～
平成30年7月7日

平30-30416100969号

075-493-9006

http://www.bukkyou.ac.jp/

長野大学

聖隷クリストファー
【必修】教育の今日的状況
大学

環 （教授）
満（教授）
泰子（准教授）
秀巳 （講師）

美枝（看護学部准教授）
雅子（社会福祉学部教授）
まき子（社会福祉学部非常勤講師）
直哉（社会福祉学部准教授）
美枝子（社会福祉学部教授）

わが国の保育政策やその動向、並びに諸外国の保育事情等を概
杉山 和恵（幼児教育・保育科教授）
豊橋創造大学短 【必修】新たな時代の幼児教育を 観し、子ども観、教育観の省察を試みる。また、最新の心理学等
加藤 知佳子（保健医療学部理学療法学科教
期大学部
知る
の知見を踏まえて、子どもの発達について再考する。また昨今の
授）
子どもの生活変化により生じた新たな課題についても言及する。

【必修】教育の最新事情

【必修】教育の最新事情

藤本 陽三（心理学部特任准教授）
薦田 未央（心理学部准教授）
佐藤 睦子（心理学部准教授）
辻 敦子（人間文化学部講師）
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平成３０年度（第５回）認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」
開設者名

佛教大学

佛教大学

佛教大学

佛教大学

佛教大学

関西外国語大学

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

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「教員としての子ども観、
教育観等についての省察」、「子どもの発達に関する脳科学、心理
学等における最新の知見」、「子どもの生活の変化を踏まえた課
原 清治（教育学部教授）
題」の4つの事項を中心に講習を行い、学校現場で教育実践を行
菅原 伸康（関西学院大学教育学部教授）
うために求められる教育政策や教育問題に関する最新の知識・情
報の修得を目指すとともに、特別支援などの今日的な教育課題に
ついての理解も深める。

京都府京都市

6時間 平成30年8月13日

6,710円

100人

平成30年6月30日～
平成30年7月7日

平30-30416100970号

075-493-9006

http://www.bukkyou.ac.jp/

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「教員としての子ども観、
教育観等についての省察」、「子どもの発達に関する脳科学、心理
学等における最新の知見」、「子どもの生活の変化を踏まえた課
原 清治（教育学部教授）
題」の4つの事項を中心に講習を行い、学校現場で教育実践を行
菅原 伸康（関西学院大学教育学部教授）
うために求められる教育政策や教育問題に関する最新の知識・情
報の修得を目指すとともに、特別支援などの今日的な教育課題に
ついての理解も深める。

京都府京都市

6時間 平成30年8月15日

6,710円

100人

平成30年6月30日～
平成30年7月7日

平30-30416100971号

075-493-9006

http://www.bukkyou.ac.jp/

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「教員としての子ども観、
教育観等についての省察」、「子どもの発達に関する脳科学、心理
学等における最新の知見」、「子どもの生活の変化を踏まえた課
原 清治（教育学部教授）
題」の4つの事項を中心に講習を行い、学校現場で教育実践を行
菅原 伸康（関西学院大学教育学部教授）
うために求められる教育政策や教育問題に関する最新の知識・情
報の修得を目指すとともに、特別支援などの今日的な教育課題に
ついての理解も深める。

京都府京都市

6時間 平成30年10月7日

6,710円

100人

平成30年9月1日～
平成30年9月8日

平30-30416100972号

075-493-9006

http://www.bukkyou.ac.jp/

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「教員としての子ども観、
教育観等についての省察」、「子どもの発達に関する脳科学、心理
学等における最新の知見」、「子どもの生活の変化を踏まえた課
原 清治（教育学部教授）
題」の4つの事項を中心に講習を行い、学校現場で教育実践を行
菅原 伸康（関西学院大学教育学部教授）
うために求められる教育政策や教育問題に関する最新の知識・情
報の修得を目指すとともに、特別支援などの今日的な教育課題に
ついての理解も深める。

京都府京都市

6時間 平成30年11月10日

6,710円

100人

平成30年9月1日～
平成30年9月8日

平30-30416100973号

075-493-9006

http://www.bukkyou.ac.jp/

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「教員としての子ども観、
教育観等についての省察」、「子どもの発達に関する脳科学、心理
学等における最新の知見」、「子どもの生活の変化を踏まえた課
原 清治（教育学部教授）
題」の4つの事項を中心に講習を行い、学校現場で教育実践を行
菅原 伸康（関西学院大学教育学部教授）
うために求められる教育政策や教育問題に関する最新の知識・情
報の修得を目指すとともに、特別支援などの今日的な教育課題に
ついての理解も深める。

京都府京都市

6時間 平成30年12月24日

6,710円

100人

平成30年9月1日～
平成30年9月8日

平30-30416100974号

075-493-9006

http://www.bukkyou.ac.jp/

【必修】今、ミドルリーダーに求め
られること

①我が国の義務教育の構造改革及び一貫教育、また特色ある高
等学校教育の動向を把握する。②欧米の教育制度と日本の教育
制度を比較検討して、我が国の教育改革の流れを理解する。③全
国学力学習状況調査の結果等の分析を通して、児童生徒の発達
心理や生活と学力との相関等から学校教育に求められている事
項を抽出する。なお、主な受講対象者は、小・中学校現職教員とし
ます。

大阪府枚方市

6時間 平成30年8月7日

6,000円

40人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平30-30452100983号

072-805-2801

http://www.kansaigaidai.
ac.jp

大阪府堺市

6時間 平成30年8月16日

5,000円

120人

平成30年6月16日～
平成30年7月15日

平30-30468100980号

072-288-6655

http://www.andrewedu.ac.jp/

馬場
森田
津田
藤田

勝（英語キャリア学部教授）
健宏（英語キャリア学部教授）
仁（外国語学部教授）
弘之（外国語学部教授）

桃山学院教育大
【必修】教育の最新事情
学

本講習では、「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての
子ども観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
梶田 叡一（学長）
学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを
鎌田 首治朗（教育学部教授）
含む。）」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の４つの事項を中
石塚 謙二（教育学部教授）
心に講義を行う。それぞれの分野において専門の講師が担当し、
教員としての資質・能力の向上を目的とする。

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の
中橋 美穂（大阪教育大学初等教育課程初等教
4つの事項について、教員に求められる最新の知識・技能の修得
大阪府大阪市
育講座准教授）
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。な
お、本講習は8月2日開催の選択必修講習と連続して行うもので
す。

6時間 平成30年8月3日

6,000円

200人

平成30年6月18日～
平成30年6月22日

平30-80011101001号

03-3237-1957

https://youchien.com/

甲南女子大学

【必修】教育の最新事情

「子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見
（特別支援教育に関するものを含む。）」「子どもの生活変化を踏ま
えた課題」「国の教育施策や世界の教育の動向」「教員としての子
内藤 由佳子（人間科学部教授）
ども観、教育観等についての省察」の4項目について、これまで国
畠山 美穂（人間科学部准教授）
内外の研究成果を踏まえた講義を行う。また、本講義は少人数に
よる受講生の討論・意見交換を含めた双方向型の授業を実施す
る。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月20日

6,000円

60人

平成30年6月18日～
平成30年7月16日

平30-30482100966号

078-413-3095

http://www.konanwu.ac.jp

【必修】教育の最新事情

「教員としての子ども観、教育観等についての省察」、「子どもの発
達に関する脳科学、心理学等における最新の知見」、「子どもの生 加藤 幸次（客員教授）
活の変化を踏まえた課題」、「世界の教育改革の動向」の事項を 栢木 隆太郎（関西国際大学教授）
中心に講習を行い、教員にとって必要とされる共通の最新知識・ 谷口 育史（姫路大学准教授）
技能を習得する。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月7日

6,000円

100人

平成30年6月18日～
平成30年6月29日

平30-30486100977号

078-845-3500

http://www.kobekiu.ac.jp/

神戸国際大学
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平成３０年度（第５回）認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

学校をめぐる近年の状況変化、教員に対する社会の要請、特別
【必修】教育の最新事情（これから 支援教育に関する課題、学級経営や生徒指導に関する課題、組
の教育を考える）
織的対応や保護者・地域社会との連携などの最近の教育事情に
ついて検討し、課題解決に向けての取り組み・在り方を考える。

担当講師

小原
金岩
谷山
榎元

講習の開催地

依子（文学部教授）
俊明（文学部准教授）
優子（文学部准教授）
十三男（文学部教授）

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

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月23日

6,000円

100人

平成30年6月18日～
平成30年6月25日

平30-30490100958号

078-737-2285

http://www.yg.kobewu.ac.jp/wu/index.html

国の教育政策や世界の教育事情，子どもの変化と適切な対応，こ
れからの学校教育の在り方や専門職としての教員の役割につい
山田 哲也（人間生活学科教授）
て，基本的な知識の確認とともに，実践的な理解を深める。教員
田邉 哲雄（幼児教育保育学科准教授）
に求められる最新の知識・技術の習得と現在の教育課題につい
て，主体的に解決していくことのできる能力を養う。

兵庫県三田市

6時間 平成30年8月6日

6,000円

100人

平成30年6月18日～
平成30年6月29日

平30-35245100967号

079-568-1858

https://www.minatogaw
a.ac.jp/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の
4つの事項について、教員に求められる最新の知識・技能の修得 鈴木 正敏（兵庫教育大学准教授）
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。な
お、本講習は8月22日開催の選択必修講習と連続して行うもので
す。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月21日

6,000円

120人

平成30年6月18日～
平成30年6月22日

平30-80011100998号

03-3237-1957

https://youchien.com/

島根県立大学

【必修】教育の最新事情A

「国の教育政策」「世界の教育の動向」「子ども観、教育観等につ
いての省察」「教員に対する社会的要請」「子どもの発達に関す
矢島 毅昌（人間文化学部准教授）
る、脳科学、心理学等の最新知見に基づく内容」「特別支援教育
内山 仁志（人間文化学部准教授）
に関する新たな課題（LD、ADHD等）」「カウンセリングマインドの必
渡辺 一弘（島根県立大学短期大学部教授）
要性」等をテーマに、現在必要とされる最新の教育的知見につい
て解説する。

島根県松江市

6時間 平成30年8月4日

6,000円

200人

平成30年6月16日～
平成30年7月15日

平30-20067100984号

0852-20-0216

http://www.ushimane.ac.jp/

【必修】教育の最新事情B

「国の教育政策」「世界の教育の動向」「子ども観、教育観等につ
いての省察」「教員に対する社会的要請」「子どもの発達に関す
小柳 正司（人間文化学部教授）
る、脳科学、心理学等の最新知見に基づく内容」「特別支援教育
内山 仁志（人間文化学部准教授）
に関する新たな課題（LD、ADHD等）」「カウンセリングマインドの必
渡辺 一弘（島根県立大学短期大学部教授）
要性」等をテーマに、現在必要とされる最新の教育的知見につい
て解説する。

島根県浜田市

6時間 平成30年8月5日

6,000円

200人

平成30年6月16日～
平成30年7月15日

平30-20067100985号

0852-20-0216

http://www.ushimane.ac.jp/

【必修】教育の最新事情C

「国の教育政策」「世界の教育の動向」「子ども観、教育観等につ
いての省察」「教員に対する社会的要請」「子どもの発達に関す
小柳 正司（人間文化学部教授）
る、脳科学、心理学等の最新知見に基づく内容」「特別支援教育
矢島 毅昌（人間文化学部准教授）
に関する新たな課題（LD、ADHD等）」「カウンセリングマインドの必
西村 健一（人間文化学部准教授）
要性」等をテーマに、現在必要とされる最新の教育的知見につい
て解説する。

島根県松江市

6時間 平成30年11月17日

6,000円

200人

平成30年6月16日～
平成30年7月15日

平30-20067100986号

0852-20-0216

http://www.ushimane.ac.jp/

【必修】教育の最新事情Ⅰ

更新講習の「必修領域」（６時間）について、４時間を本学moodle
によるｅ-ラーニングで学修(学習期間…H30．8．1～H30．10．26)
し、残り２時間の最終回を対面講習(平成30年10月27日、於：本
学）で学ぶ。学校を巡る近年の変化について特に幼児教育から始 山下 由紀恵（人間文化学部教授）
まる教育連携を中心に解説し、教職についての省察を促す。子ど 小山 優子（人間文化学部准教授）
もの変化を踏まえた連携カリキュラムの課題を論説する。世界的
な動向を踏まえた初等教育の改革に関する最新知見を解説し、学
校教育の新たな課題と連携の重要性について論説する。

島根県松江市

6時間 平成30年10月27日

6,000円

50人

平成30年6月16日～
平成30年7月15日

平30-20067100987号

0852-20-0216

http://www.ushimane.ac.jp/

美作大学

【必修】教育の最新事情

①国の教育政策や世界の教育の動向
②教員としての子ども観、教育観等についての省察
③子どもの発達に関する脳科学，心理学等における最新の知見
（特別支援教育に関するものを含む）
④子どもの生活の変化を踏まえた課題
以上に関する最新の話題、研究成果についての講習を行う。

岡山県津山市

6時間 平成30年8月22日

6,000円

150人

平成30年6月18日～
平成30年7月13日

平30-30525100964号

0868-22-7310

http://mimasaka.jp/

中国短期大学

幼児教育の最新事情について、教育学や心理学の成果及び近年
の教育改革の動向を紹介する。具体的には国の教育政策や世界
【必修】教育の最新情報 －幼児 の教育の動向、教員としての子ども観・教育観等についての省
平尾 太亮(保育学科講師)
期の発達と教育－
察、子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知 小野 順子(保育学科教授)
見、子どもの生活の変化を踏まえた課題(特別支援教育に関する
ものを含む)について講義を行う。

岡山県岡山市

6時間 平成30年9月2日

6,000円

50人

平成30年6月17日～
平成30年7月25日

平30-35258100959号

086-293-0542

http://www.cjc.ac.jp/

広島県広島市

6時間 平成30年8月8日

7,000円

150人

平成30年6月18日～
平成30年6月21日

平30-80011100997号

03-3237-1957

https://youchien.com/

6時間 平成30年9月29日

6,500円

35人

平成30年6月16日～
平成30年9月15日

平30-80032100990号

084-962-3513

http://www.aises.info

神戸女子大学

湊川短期大学

島根県立大学

島根県立大学

島根県立大学

【必修】教育の最新事情

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

中野
岡村
妻藤
渡邉

和光(教授)
健太(准教授)
真彦(教授)
淳一(教授)

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の 黒田 秀樹（九州女子短期大学非常勤講師）
4つの事項について、教員に求められる最新の知識・技能の修得 中邑 隆哉（岩国短期大学非常勤講師）
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。な
お、本講習は８月７日の選択必修と連続して行うものです。

世界的視野から教育学や教育心理学の最新知見を紹介し、これ
から求められる教育課題解決への方策について解説します。中で
公益社団法人学
【必修】教育の最新事情と日本の も学力向上、不登校・非行の未然防止、子どもの自尊心の向上等 山崎 茜（広島大学大学院教育学研究科附属教
校教育開発研究
広島県広島市
先進的取組の実際
にめざましい成果をあげている包括的生徒指導アプローチ「誰も 育実践総合センター非常勤講師）
所
が行きたくなる学校づくり」を、プロジェクトチームの一員である講
師が実践事例を交えながら全体像を紹介します。
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平成３０年度（第５回）認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

広島文化学園大
学・広島文化学園 【必修】教育の最新事情
短期大学

幼稚園教諭を対象として、「国の教育政策や世界の教育の動向」
「教員としての子ども観、教育観等についての省察」「子どもの発
達に関する脳科学、心理学等における最新の知見」「子どもの生
活の変化を踏まえた課題」の４つの事項について、教員に求めら
れる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理
解を深めることをめざす。

九州共立大学

担当講師

八島
田頭
時津
黒木
合原
眞田

美菜子（教授）
伸子（短期大学教授）
啓（教授）
貴人（短期大学講師）
晶子（准教授）
敏（教授）

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

広島県広島市

6時間 平成30年8月23日

6,000円

50人

平成30年6月21日～
平成30年7月5日

平30-90022100976号

082-239-5171

http://www.hbg.ac.jp

本講習においては、教員免許更新講習の必修領域である①教職
についての省察、②子どもの変化についての理解、③教育政策の 白石 忍（経済学部教授）
動向についての理解に関する事項に関する講義を行う。６時間の 清永 裕子（スポーツ学部准教授）
講習で求められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題 金子 研太（経済学部講師）
についての理解を深めることを目指す。

福岡県北九州
市

6時間 平成30年11月17日

6,000円

50人

平成30年6月16日～
平成30年9月30日

平30-30555100988号

093-693-3223

http://www.kyukyou.ac.jp

国の教育政策や世界の教育の動向について、『文部科学白書』を
主な資料として論じる。教員としての子ども観や教育観について省
察的に論じるとともに教育的愛情や倫理観にも言及する。
関 聡（幼児教育学科教授）
発達障がいの概念を整理し、診断基準や心理学的特徴、それらに
池田 可奈子（幼児教育学科准教授）
配慮した保育や教育のあり方について、実際の関わりの例なども
交えながら、具体的に概説する。また、保護者支援や園での連携
等に関しても説明する。

福岡県久留米
市

6時間 平成30年8月20日

6,000円

50人

平成30年6月19日～
平成30年7月20日

平30-35286100960号

0942-43-4532

http://www.kurumeshinai.ac.jp

教育基本法が改正され、幼稚園教育においては「近年の子どもた
ちの育ちの変化や社会の変化に対応し、発達や学びの連続性及
び幼稚園での生活と家庭などの連続性を確保し、計画的に環境を
構成することを通じて、幼児の健やかな成長を促す」ことが基本方 前川 公一(保育学科教授）
福岡県北九州
針の一つとなった。また、平成29年3月末、幼稚園教育要領が改 松本 明夫（九州栄養福祉大学食物栄養学部教
市
訂され、本年度から実施される。,このような教育改革の意義を踏 授）
まえ、教育の原理、教授法の基本、現代の子どもと家族の心理、
脳科学と教育などの諸側面から幼稚園教育の今日的課題を検討
する。

6時間 平成30年8月2日

6,000円

40人

平成30年6月16日～
平成30年6月22日

平30-35294100995号

093-561-2060

http://ｗｗｗ.hcc.ac.jp

東九州短期大学 【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」、「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」に 松田 順子（幼児教育学科特任教授）
ついて、教員に求められる最新の知識・技能の修得と今日的な教
育課題についての理解を深めることを目指す。

大分県中津市

6時間 平成30年8月6日

6,000円

50人

平成30年6月18日～
平成30年6月22日

平30-35308100963号

0979-22-2425

http://www.higashikyus
yu.ac.jp/

鹿児島国際大学 【必修】教育の最新事情

激変する今日の社会のなかでの教育問題や教育政策を、以下の
三点について学習する。①子どもの心理・認知的側面における支
援的課題を最新の知見にもとづきながら理解する ②わが国の新 大坪 治彦（国際文化学部教授）
しい教育政策の動向と世界の教育政策の潮流とを連関的に認識 内山 仁（国際文化学部准教授）
し、それにもとづいて教師自身の実践的課題とは何かを討議を交 村上 光朗（福祉社会学部教授）
えながら理解する ③子ども観や教育愛・教育的規範等が社会的
背景や教育問題とどのように関連しているのかを理解する

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月27日

6,000円

30人

平成30年6月16日～
平成30年7月31日

平30-30603101010号

099-261-3211

http://www.iuk.ac.jp/

沖縄大学

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の 池間 生子（人文学部教授）
４つの事項について、主に小学校・中学校・高等学校・特別支援学 嘉数 健悟（人文学部准教授）
校教諭を対象に講義する。この内容の講義を通して、教員に求め 吉川 麻衣子（人文学部准教授）
られる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての
理解を深めることをめざす。

沖縄県那覇市

6時間 平成30年8月4日

7,000円

70人

平成30年6月19日～
平成30年7月2日

平30-30607100989号

098-993-7991

http://www.okinawau.ac.jp

沖縄キリスト教短
【必修】教育の最新事情
期大学

教員に求められる「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員と
しての子ども観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関す
る脳科学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化 大城 りえ（保育科教授）
を踏まえた課題」に関する最新の知識・技能を修得し、具体的な実 赤嶺 優子（保育科教授）
践事例を検討することで、今日的教育課題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8月6日

7,000円

100人

平成30年6月18日～
平成30年6月29日

平30-35316100981号

098-946-1235

http://www.ocjc.ac.jp

沖縄キリスト教短
【必修】教育の最新事情
期大学

教員に求められる「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員と
しての子ども観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関す
る脳科学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化 大城 りえ（保育科教授）
を踏まえた課題」に関する最新の知識・技能を修得し、具体的な実 赤嶺 優子（保育科教授）
践事例を検討することで、今日的教育課題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8月11日

7,000円

100人

平成30年6月18日～
平成30年6月29日

平30-35316100982号

098-946-1235

http://www.ocjc.ac.jp

通信教育

6時間

5,000円

500人

平成30年6月18日～
平成30年8月17日

平30-30486100978号

078-845-3500

http://www.kobekiu.ac.jp/

【必修】教育の最新事情

久留米信愛短期
【必修】教育の最新事情
大学

東筑紫短期大学

神戸国際大学

【必修】教育原理および教授法と
教育心理学

【必修】教育の最新事情

「教員としての子ども観、教育観等についての省察」、「子どもの発
達に関する脳科学、心理学等における最新の知見」、「子どもの生 鈴木 正幸（神戸大学名誉教授）
【必修】蘇る教師のための教育の
活の変化を踏まえた課題」、「世界の教育改革の動向」の事項を 加藤 幸次（客員教授）
最新事情
中心に通信教育により講習を行い、教員にとって必要とされる共 谷口 育史（姫路大学准教授）
通の最新知識・技能を習得する。

6 / 6 ページ
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平成30年12月2日

