
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和２年度　免許状更新講習　第２回認定(選択領域)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

北海道大学
【選択】中・高教諭のための中国
文化誌

主として中学校・高等学校における国語、および地理・歴史
を担当する教員を対象に、それらの授業を展開するに当
たって理解を深めておいたほうがよいと思われる中国文化
（思想、言語、文学、芸術等）の諸相と、各分野における最
前線の問題について、これらを専門とする四人の教員が講
じます。

近藤　浩之（文学研究院・教授）
𢎭　和順（文学研究院・教授）

武田　雅哉（文学研究院・教授）
田村　容子（文学研究院・准教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年7月11日 教諭

中学校，高等学
校教諭（主として
国語，地理・歴

史）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10001-
504559号

011-706-5430
https://www.hokudai.ac
.jp/

北海道大学 【選択】倫理学と自然科学の交差

近代から現代にかけて、倫理学や広い意味での思想と自然
科学との関わりについて、様々な観点から学ぶこととする。
社会の認識と自然科学的認識の差異、などから始まり、生
命倫理学の諸課題をどのように扱うかなども論じることとす
る。

藏田　伸雄（文学研究院・教授）
田口　茂（文学研究院・教授）
佐野　勝彦（文学研究院・准教授）
村松　正隆（文学研究院・准教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月14日 教諭
中学校，高等学

校教諭
6,000円 50人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10001-
504560号

011-706-5430
https://www.hokudai.ac
.jp/

北海道大学
【選択】あらためて子ども発達の
基本を学ぶ

教師の子ども理解の観点は様々にあり得るが、発達的な観
点はその代表的なものである。この講習では、人間発達の
原点である乳幼児期から児童期の発達の仕組みや特徴を
学ぶことを通して、幼稚園・小学校はもちろん、中学以降の
教師にとっても子ども理解を深める一助となることを目標と
する。

川田　学（教育学研究院・准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月14日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 150人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10001-
504561号

011-706-5430
https://www.hokudai.ac
.jp/

北海道大学
【選択】数学とデータ科学および
プログラミング実習

本講習は，高等学校で数学を担当する教員を主な受講対象
者とし，担当講師が数学のいくつかの分野からそれぞれ話
題をひとつずつ選び，これらについて具体的な例を交えなが
ら丁寧に解説する。参加した教諭が，数学の面白さをより身
近に理解できるよう指導する材料を修得することを目的とす
る。また、数学およびデータ科学の学習に効果的なプログラ
ム言語であるPython言語をeLearning形式で学ぶ。

大本　亨（理学研究院・教授）
行木　孝夫（理学研究院・教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月14日 教諭
高等学校教諭

（数学）
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10001-
504562号

011-706-5430
https://www.hokudai.ac
.jp/

北海道大学
【選択】理系の応用技術：工学の
世界

私たちの身近にある技術について，理数系科目の発展であ
る工学的な視点からいくつかの話題を紹介し，オムニバス
形式の講義・実演を通して理系の応用技術の考え方やおも
しろさを伝える。

　講義題目（応用理工）：原子・分子を制御して創りあげる微
粒子材料～目に見えない材料が未来を切り開く～
　講義題目（情報エレクトロニクス）：5Gと情報理論
　講義題目（機械知能）：「混ざり方」を科学する
　講義題目（環境社会）：資源マネージメント

米澤　徹（工学研究院・教授）
大鐘　武雄（情報科学研究院・教授）
大沼　正人（工学研究院・教授）
坂田　章吉（工学研究院・教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年7月29日 教諭
中・高等学校教
諭（理科・工業）

6,000円 50人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10001-
504563号

011-706-5430
https://www.hokudai.ac
.jp/

北海道大学
【選択】練習船による水産科学実
習

水産科学に関する実践的教育法を習得するために，大学に
おける最新の海洋実習を体験する。中型練習船で噴火湾沖
太平洋・津軽海峡への2泊3日の航海を通じて，イカ類の採
集と解剖，プランクトン・底生生物の採集と観察，計量魚群
探知機による資源量推定，水塊構造解析等を体験し，魅力
ある野外実習方法を模索する。実習の最後には「新たなる
教育プログラム」を提案・発表する。なお，船酔い等を十分
考慮して申し込む必要がある。函館港で乗下船。

中屋　光裕（水産科学研究院・准教授）
向井　徹（水産科学研究院・教授）
大西　広二（水産科学研究院・助教）
山本　潤（北方生物圏フィールド科学センター・
助教）
高木　省吾（水産学部附属練習船おしょろ丸船
長・准教授）
坂岡　桂一郎（水産学部附属練習船おしょろ丸
首席一等航海士・准教授）
星　直樹（水産学部附属練習船おしょろ丸次席
一等航海士・助教）
大和田　真紀（水産学部附属練習船おしょろ丸
次席二等航海士・助教）
今井　圭理（水産学部附属練習船おしょろ丸通
信士・助教）

北海道函館市 18時間
令和2年8月18日～
令和2年8月20日

教諭
小中高等学校教
諭(高校水産，中
高理科を優先）

22,745円 16人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10001-
504564号

011-706-5430
https://www.hokudai.ac
.jp/

令和２年度(第２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
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】日本語のしくみと日本語
教育

  近年、日本語を第２言語とする帰国・外国人児童生徒
（JSL児童生徒）の在籍数が増加し、公式に把握されている
限りでも全国で４万人超の児童生徒が日本語の支援を必要
としている。今後もJSL児童生徒の増加が見込まれることか
ら、この課題に取り組んでいる教員、更にはJSL児童生徒に
接したことのない教員にも日本語教育への理解が求められ
る。本講習ではJSL児童生徒への指導も視野に入れつつ、
日本語と日本語教育の基礎的なことについて学ぶ。

阿部　二郎（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月11日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭向け（特
別支援学級含

む）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506265号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】統計学への入門

記述統計学の予備知識の復習をおこない，これから学ぶ推
測統計学の準備をおこなう。続いて確率と確率分布につい
て解説し，データと確率分布との対応付けをおこなう。これ
に基づき，標本に基づき母集団分布の推測をおこなう推測
統計学の考え方を教授し，正規母集団において母平均の推
測をおこなう。

種市　信裕（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月11日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭向

け
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506266号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】理科の実験実習B：光と化
学、エネルギーと化学

小中学校理科の内容と光との関わりを含めた「光の基礎事
項」を学んだ後，DVDディスクと工作用紙を材料に分光器を
作る。種々の光源や物質から出る光のスペクトルなどを分
光器で観察し，「物質と色」の教材化の基礎を理解する。さら
に，赤色・緑色・青色に液体が強烈に光る「化学発光」を体
験し，化学エネルギーの光エネルギーへの変換を体験的に
理解する。最後に物質が水に溶けることと，化学エネルギー
との関わりについて学ぶ。

田口　哲（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月11日 教諭
小学校教諭，中
学校理科教諭向

け
6,000円 16人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506267号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】コミュニケーション中心の
小学校英語の指導法

コミュニケーションを中心とした小学校英語の授業を考える
上で必要な理論や教師の役割、小学校と中学校の指導に
おける共通点と相違点について理解し、教師と児童のやり
取りを中心とした授業の計画、実施ができるようになることを
目的とする。講義に加えて実際の活動例をワークショップ形
式で紹介するほか、受講者による活動の検討や授業づくり
演習を行う。

内野　駿介（教育学部札幌校特任講師） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月11日 教諭
小学校教諭，中
学校英語科教諭

向け
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506268号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】コミュニケーション中心の
小学校英語の指導法

コミュニケーションを中心とした小学校英語の授業を考える
上で必要な理論や教師の役割、小学校と中学校の指導に
おける共通点と相違点について理解し、教師と児童のやり
取りを中心とした授業の計画、実施ができるようになることを
目的とする。講義に加えて実際の活動例をワークショップ形
式で紹介するほか、受講者による活動の検討や授業づくり
演習を行う。

内野　駿介（教育学部札幌校特任講師） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月19日 教諭
小学校教諭，中
学校英語科教諭

向け
6,000円 30人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506269号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】救急救命処置
職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

羽賀　將衛（保健管理センター教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 12人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506270号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】救急救命処置
職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

羽賀　將衛（保健管理センター教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 12人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506271号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】救急救命処置
職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

羽賀　將衛（保健管理センター教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 12人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506272号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】救急救命処置
職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

羽賀　將衛（保健管理センター教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 12人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506273号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】救急救命処置
職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

羽賀　將衛（保健管理センター教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 12人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506274号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２回)認定
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種
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北海道教育大学 【選択】救急救命処置
職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

羽賀　將衛（保健管理センター教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 12人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506275号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】救急救命処置
職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

羽賀　將衛（保健管理センター教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 12人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506276号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】救急救命処置
職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

羽賀　將衛（保健管理センター教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 12人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506277号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】救急救命処置
職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

羽賀　將衛（保健管理センター教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 12人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506278号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】救急救命処置
職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

羽賀　將衛（保健管理センター教授） 北海道室蘭市 6時間 令和2年8月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 12人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506279号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】救急救命処置
職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

羽賀　將衛（保健管理センター教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 12人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506280号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】文法研究と文法教育

新しい表現・間違いとされる表現や児童・生徒の言語に対す
る興味関心につながる材料などを検討することを通して、現
代語の文法に対する見方を深め、更に文法に関する最新の
専門的知見を習得することによって、文法教育のあり方に
対する理解の向上を図る。

馬場　俊臣（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月18日 教諭
小，中学校国語

科教諭向け
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506281号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】文法研究と文法教育

新しい表現・間違いとされる表現や児童・生徒の言語に対す
る興味関心につながる材料などを検討することを通して、現
代語の文法に対する見方を深め、更に文法に関する最新の
専門的知見を習得することによって、文法教育のあり方に
対する理解の向上を図る。

馬場　俊臣（教育学部札幌校教授） 北海道室蘭市 6時間 令和2年8月30日 教諭
小，中学校国語

科教諭向け
6,000円 15人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506282号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】文法研究と文法教育

新しい表現・間違いとされる表現や児童・生徒の言語に対す
る興味関心につながる材料などを検討することを通して、現
代語の文法に対する見方を深め、更に文法に関する最新の
専門的知見を習得することによって、文法教育のあり方に
対する理解の向上を図る。

馬場　俊臣（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月19日 教諭
小，中学校国語

科教諭向け
6,000円 20人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506283号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】数学の小径

本講習では数学におけるいくつかの話題を議論する。前半
では数の理解を深めるために、演算の定義から始めて、準
同型写像の概念を大切にしながら、複素数体を構成した
い。後半では連分数とその応用について講義する。連分数
は繁分数の一種だが、興味深い性質を多く持ち、研究の歴
史は長い。ここでは無理数(特に2次無理数)を有理数で近似
する問題とPell方程式の整数解を連分数により求める方法
について考えていきたい。

菅原　健（教育学部札幌校准教授）
居相　真一郎（教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年7月18日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭向

け
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506284号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】北海道のまちづくり(インフ
ラ整備)の教材化を考える

開発ならびに社会基盤の整備は，私たちが生活する環境を
改善，保護し，都市を整え，交通を円滑にし，経済活動を発
展させ，豊かな生活のために不可欠な営みである。さらに，
自然災害への備えとしても重要である。本講習では，近代
から現代までの北海道開発を取り上げ，社会資本整備と現
状について小学校社会における教材化を考える。そして，子
どもたちの郷土意識を育てると同時に，SDGsにつながる授
業のあり方を検討するものである。

今　尚之（教育学部札幌校准教授）
新保　元康（元札幌市立屯田小学校長）

北海道札幌市 6時間 令和2年7月18日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506285号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】北海道のまちづくり(インフ
ラ整備)の教材化を考える

開発ならびに社会基盤の整備は，私たちが生活する環境を
改善，保護し，都市を整え，交通を円滑にし，経済活動を発
展させ，豊かな生活のために不可欠な営みである。さらに，
自然災害への備えとしても重要である。本講習では，近代
から現代までの北海道開発を取り上げ，社会資本整備と現
状について小学校社会における教材化を考える。そして，子
どもたちの郷土意識を育てると同時に，SDGsにつながる授
業のあり方を検討するものである。

今　尚之（教育学部札幌校准教授）
新保　元康（元札幌市立屯田小学校長）

北海道札幌市 6時間 令和2年12月12日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506286号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】つくろうとするものが思い
浮かばない、どうすればいいの
か（図画工作）

【理念の把握】（以下の3つのポイントに基づいて）
①子どもが「自らの表現」を生み出すための「創造モデル」
②「創造モデル」に基づく「自らの表現」のプロセス
③「創造モデル」の背景にある考え方
【方法の体得】子どもが「自らの表現」を生み出すための授
業づくり

佐藤　昌彦（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月18日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 18人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506287号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】理科の実験実習D：化石と
漂着物から読む自然誌

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

鈴木　明彦（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円 16人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506288号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】論説・評論の読みの指導

中等教育段階における論説・評論の読みの指導構想に関
わる下記の観点について，最新の研究を紹介・解説する。ま
た，受講者間のグループ活動による演習も含む。
１．教材分析
２．批判読みと比べ読み
３．〈自分ごと〉にする読み

幸坂　健太郎（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506289号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】論説・評論の読みの指導

中等教育段階における論説・評論の読みの指導構想に関
わる下記の観点について，最新の研究を紹介・解説する。ま
た，受講者間のグループ活動による演習も含む。
１．教材分析
２．批判読みと比べ読み
３．〈自分ごと〉にする読み

幸坂　健太郎（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月13日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506290号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】オイラー図とヴェン図の論
理

いかなる教科においても、生徒たちが批判的で論理的な思
考力を身につけることを目標としなければならない。この講
習では、すべての教科において前提とするべき、必要条件と
十分条件の思考法、可能性を枚挙する思考法について学
ぶ。まず、オイラー図を使った推論によって、定言三段論法
と仮言三段論法を連続的に把握する。続いて、ヴェン図を
使った推論について検討し、真理表の考え方を導入する。

中川　大（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月8日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506291号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】算数科の授業設計と教材
開発

デザイン科学としての数学教育学という視点に立って，日ご
ろの授業設計を見直すとともに，新しい授業設計理論として
の本質的学習環境について，体験的学習を通して理解す
る。また，学習課題の開発という観点から，本質的学習環境
デザインの基本的な手法についての理解を深める。

佐々　祐之（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月8日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506292号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】算数科の授業設計と教材
開発

デザイン科学としての数学教育学という視点に立って，日ご
ろの授業設計を見直すとともに，新しい授業設計理論として
の本質的学習環境について，体験的学習を通して理解す
る。また，学習課題の開発という観点から，本質的学習環境
デザインの基本的な手法についての理解を深める。

佐々　祐之（教育学部札幌校教授） 北海道室蘭市 6時間 令和2年8月29日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506293号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

5 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】理科の実験実習A：物理と
エネルギー

小中学校の理科で学習する物理分野のうち「エネルギー」，
「氷の科学」，「波」，「放射線」の話題を解説する。オシロス
コープやテスターなどの利活用方法を習得するなどの実験・
実習と合わせて教科指導に関する指導能力の向上を図る。

尾関　俊浩（教育学部札幌校教授）
平　久夫（教育学部札幌校特任講師）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円 16人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506294号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】資質・能力を育む理科授
業

学力調査の結果から、日本の子どもの学力の課題や理科
教育の課題を明らかにし、資質・能力の育成を促す理科授
業を計画・実践するための視点について取り上げる。講習で
は、子どもの学力課題や授業を計画・実践するための視点
に基づいて、資質・能力を育む理科授業を具体的に計画し、
発表と議論を行う。

渡辺　理文（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月8日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 24人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506295号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】資質・能力を育む理科授
業

学力調査の結果から、日本の子どもの学力の課題や理科
教育の課題を明らかにし、資質・能力の育成を促す理科授
業を計画・実践するための視点について取り上げる。講習で
は、子どもの学力課題や授業を計画・実践するための視点
に基づいて、資質・能力を育む理科授業を具体的に計画し、
発表と議論を行う。

渡辺　理文（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月13日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 24人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506296号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】英語と日本語の文構造

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

大賀　京子（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506297号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】英語と日本語の文構造

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

大賀　京子（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月12日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506298号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】植物生育と栽培技術の基
礎

学校現場で行われる栽培学習において用いる栽培技術に
ついて基礎的な項目を学びます。また、栽培技術を理解す
る上で重要な、植物生育の基本についても合わせて学びま
す。

出口　哲久（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月8日 教諭
校種によらず，授
業内容に栽培を
含む教諭向け

6,000円 25人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506299号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】プログラミング教育入門

平成２９年度告示学習指導要領より取り扱いが示された小
学校プログラミング教育に関して，プログラミング教育の意
義やその効果などを理解し，かんたんなプログラムの作成
を実技を通して学習した後に，各小学校で実践可能なプロ
グラミングを取り入れた指導案の作成および模擬授業を行
うことにより実践的な能力の修得を目指す。本講習は初め
てプログラミング教育を行う初級者を対象として行う。

佐藤　正直（教育学部札幌校講師） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月8日 教諭

小学校プログラミ
ング教育に初め
て取り組む教諭

向け

6,000円 15人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506300号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】子ども・地域と防災教育

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

佐々木　貴子（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月8日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506301号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】小学校図画工作科の絵
画指導と造形遊び

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

花輪　大輔（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月8日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 18人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506302号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】小学校図画工作科の絵
画指導と造形遊び

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

花輪　大輔（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月9日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 18人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506303号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】アドビイラストレーターの
基本：立体から平面へ、平面から
立体へ

① 立体折り図面を用いてカッターできったり組立てたりし
て、平面から立体を作り出す。
② 制作したものをデジタルデータとしてパソコンに取り込
み、平面作品として変換する。
③ 文字で描くタイポグラフィを応用するとともに、イラスト
レーターで描いた立体の配色を考え、ユニークな作品に仕
上げる。

＊パソコンに慣れていない人も慣れている人同様に履修で
きるようにペンツールと文字ツールを主に用いる。

李　知恩（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校美術科教

諭向け
6,000円 12人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506304号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】アドビイラストレーターの
基本：立体から平面へ、平面から
立体へ

① 立体折り図面を用いてカッターできったり組立てたりし
て、平面から立体を作り出す。
② 制作したものをデジタルデータとしてパソコンに取り込
み、平面作品として変換する。
③ 文字で描くタイポグラフィを応用するとともに、イラスト
レーターで描いた立体の配色を考え、ユニークな作品に仕
上げる。

＊パソコンに慣れていない人も慣れている人同様に履修で
きるようにペンツールと文字ツールを主に用いる。

李　知恩（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月12日 教諭
中学校美術科教

諭向け
6,000円 12人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506305号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】文学教材の研究

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

西原　千博（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月9日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506306号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】理科の実験実習C：身近
な生き物の観察

小学校理科6年の顕微鏡観察で取り上げられる「水中の小
さな生物」を材料として，水生生物の採集方法，顕微鏡観察
の基本，水生生物の形態的特徴，水質調査の方法などに
関して実験，実習を行う。なお，その他に陸生動植物を扱っ
た観察実験も取り入れる予定である。

並川　寛司（教育学部札幌校教授）
高久　元（教育学部札幌校教授）
木村　賢一（教育学部札幌校教授）
渡部　英昭（教育学部札幌校非常勤講師）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月9日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506307号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】理科の実験実習C：身近
な生き物の観察

小学校理科6年の顕微鏡観察で取り上げられる「水中の小
さな生物」を材料として，水生生物の採集方法，顕微鏡観察
の基本，水生生物の形態的特徴，水質調査の方法などに
関して実験，実習を行う。なお，その他に陸生動植物を扱っ
た観察実験も取り入れる予定である。

並川　寛司（教育学部札幌校教授）
高久　元（教育学部札幌校教授）
木村　賢一（教育学部札幌校教授）
渡部　英昭（教育学部札幌校非常勤講師）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月10日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506308号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】理科の実験実習Ｇ：光と
宇宙

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

柚木　朋也（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円 16人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506309号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】理科の実験実習Ｇ：光と
宇宙

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

柚木　朋也（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月12日 教諭
小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円 16人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506310号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】家庭科教材研究－繊維
から布へ－

小・中・高等学校家庭科の教材研究として、スライバーウー
ルを用いた「繊維から糸へ､繊維から布へ、糸から布へ」の
実習をおこなう。原材料の羊毛繊維から糸への加工､布へ
の加工と作品化、さらに糸から織りの作品化までの経緯を
たどり、家庭科の実習教材開発のための視野を広げる。

増渕　哲子（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小学校，中・高等
学校家庭科担当

教諭
6,000円 16人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506311号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】子どもの健康に関する今
日的課題

子供の保健管理・保健教育に関する現代的教育課題の解
決能力の向上を図るため、次のことを講義する。
①ヘルスプロモーションの理念と健康な学校づくりの推進、
取組みについて解説する。
②平成9年の保体審答申・平成20年公布の学校保健安全法
から、健康相談の定義等を解釈し、保健室経営にどう活か
すか検討する。
③学校教育の仕組みを生かした性に関する指導の進め方
について解説する。

前上里　直（教育学部札幌校准教授）
山崎　隆恵（教育学部札幌校准教授）
渡部　基（教育学部札幌校教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月9日
教諭

養護教
諭

養護教諭、養護
教諭及び教諭の
免許状の両方を

有する者

6,000円 60人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506312号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】子どもの躓き理解と指導

本講習では、子どもの躓きを理解するための3つの視点（発
達論、行動論、認知論）について概説します。発達論におい
ては、運動発達や認知発達という観点から、また行動論に
おいては、行動の弁別刺激や行動を強化する手続きについ
て、指導という観点から解説します。さらに認知論において
は、情報処理特性という観点から、子どもの得意な情報処
理を活用した長所活用型指導について解説します。

青山　眞二（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小学校・中学校
の通常学級の教

諭
6,000円 40人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506313号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】認知と学習の心理学

授業を構成するための基礎となる認知心理学と，その学習
への応用について学びます。
次の事項について概観します。
①記憶のネットワーク構造と精緻化：記憶の多様性，反復練
習の効果，情報はどのように知識として定着するのか。
②メタ認知とその育成：自己を客観的に認知する能力−メタ
認知の機能，測定法，メタ認知を育成する授業実践。

吉野　巌（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小・中・高・特別
支援学校教諭向

け
6,000円 40人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506314号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】認知と学習の心理学

授業を構成するための基礎となる認知心理学と，その学習
への応用について学びます。
次の事項について概観します。
①記憶のネットワーク構造と精緻化：記憶の多様性，反復練
習の効果，情報はどのように知識として定着するのか。
②メタ認知とその育成：自己を客観的に認知する能力−メタ
認知の機能，測定法，メタ認知を育成する授業実践。

吉野　巌（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月13日 教諭
小・中・高・特別
支援学校教諭向

け
6,000円 40人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506315号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】音楽科「創作」と「鑑賞」の
授業づくり－授業実践とその評
価

小学校・中学校の音楽科における「創作（音楽づくり）」と「鑑
賞」指導の基本的な考え方について，特に，学習過程で児
童生徒に意識させたい視点や指導と評価の留意点等を考
察することを通して，教科指導力の向上を図る。講習に際し
ては，具体的実践事例を検討し，深い理解を目指す。

寺田　貴雄（教育学部札幌校教授）
石出　和也（教育学部札幌校准教授）
小林　美貴子（教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小学校・中学校

音楽科教諭
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506316号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】アドビイラストレーターの
応用：貼り絵を用いて描く

①雑誌、新聞紙、折り紙をはさみやカッターで切ったり、ち
ぎったりして自由に平面構成をし、最後にのりではって画面
構成を行う。
②完成した手作業の画面構成を撮影してデジタルデータとし
てパソコンに取り込み、イラストレーターで画面構成を行う。
③イラストレーターで描き、配置を変えるなど修正を加えた
平面構成に文字や配色を考え、ユニークな作品に仕上げ
る。

李　知恩（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月9日 教諭
中学校美術科教

諭向け
6,000円 12人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506317号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】伝統的な言語文化の指導

小・中・高等学校の国語科教科書に掲載されている実際の
古典教材を取り上げ、「主体的・対話的で深い学び」という視
点からの学習指導について解説する。講習は、担当講師に
よる解説・説明だけではなく、受講者個人・グループによる
演習・発表も行う。

菅原　利晃（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
国語科教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506318号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】伝統的な言語文化の指導

小・中・高等学校の国語科教科書に掲載されている実際の
古典教材を取り上げ、「主体的・対話的で深い学び」という視
点からの学習指導について解説する。講習は、担当講師に
よる解説・説明だけではなく、受講者個人・グループによる
演習・発表も行う。

菅原　利晃（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月12日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
国語科教諭向け

6,000円 30人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506319号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】理科の実験実習E：水へ
の理解

酸塩基，錯形成，酸化還元反応の基礎的な理解と，それら
の容量分析法への応用を解説する。市販飲料水等をモデ
ル試料として水質分析（硬度及び化学的酸素要求量測定
等）を行い，水質に対する理解と化学反応および安全な実
験技術の向上・再確認を行う。最後にそれらを踏まえた筆記
の試験を行う予定である。

蠣崎　悌司（教育学部札幌校教授）
田口　哲（教育学部札幌校教授）
菅　正彦（教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小学校，中学校
理科教諭向け

6,000円 16人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506320号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】理科の実験実習E：水へ
の理解

酸塩基，錯形成，酸化還元反応の基礎的な理解と，それら
の容量分析法への応用を解説する。市販飲料水等をモデ
ル試料として水質分析（硬度及び化学的酸素要求量測定
等）を行い，水質に対する理解と化学反応および安全な実
験技術の向上・再確認を行う。最後にそれらを踏まえた筆記
の試験を行う予定である。

蠣崎　悌司（教育学部札幌校教授）
田口　哲（教育学部札幌校教授）
菅　正彦（教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年12月12日 教諭
小学校，中学校
理科教諭向け

6,000円 16人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506321号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】日本人と「木の文化」

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

大矢　智（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小学校，中学校
技術科教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506322号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】日本人と「木の文化」

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

大矢　智（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月13日 教諭
小学校，中学校
技術科教諭向け

6,000円 20人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506323号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】望ましい食習慣の形成と
食教育

食に関する指導は、栄養教諭・学校栄養職員のみならず、
学級担任や教科担任なども食育の担い手としての役割が期
待されている。学校教育において、教科としての家庭科が中
心的な役割を担っており、児童生徒の発達段階に応じた実
践的・体験的な活動を通して、食に関する知識や技能を習
得することが求められている。そこで、食育を行う教員自身
の食生活を振り返り、ワークショップを通して、望ましい食習
慣の形成と食教育について考察する。

根本　亜矢子（教育学部札幌校特任講師） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小，中・高等学校
家庭科担当教諭

6,000円 16人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506324号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】学校の健康問題（保健室
でのフィジカルアセスメントと注意
すべき小児疾患）

保健室の救急処置場面でのフィジカルアセスメントについ
て、特にその基本技術であるバイタルサイン観察の知識・技
術を再確認し、さらなる向上を目指した講義・実習・演習を展
開する。
学校で発生しうる小児疾患、特に、緊急対応や手術が必要
となる小児疾患（小児外科疾患）を各年齢層、重症度、緊急
度に分けて学び、その留意点を理解し、各疾患の初期対応
法を習得することを目的とする。

岡田　忠雄（教育学部札幌校教授）
山田　玲子（教育学部札幌校教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月10日
教諭

養護教
諭

養護教諭、養護
教諭及び教諭の
免許状の両方を

有する者

6,000円 60人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506325号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】誰にでもできる分散分析

　教育現場では授業改善や教育活動の効果を見るために，
実験授業の前後での得点や複数のグループ間での得点の
比較を行うことがあります。このような複数の平均値の差を
検討する方法を分散分析といいます。この講習では誰でも
無料で使うことのできるANOVA4というWebを介した分散分
析のプログラムを用いて，実際にデータを分析しながら，分
散分析の考え方や記述の仕方，図表の描き方などについて
学びます。これにより，自身の教育活動に分散分析が使え
るようになることを目指します。

戸田　弘二（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小・中・高・特別
支援学校教諭向

け
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506326号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】小学校体育における実技
指導の基礎Ⅰ

小学校体育科の内容で取り扱われる「ボール運動系」につ
いて，指導上の基礎的な観点を実技を通じて解説します。
具体的には，「ボール運動系」のゴール型を2種目（サッ
カー，ラクビー），ネット型（バドミントンやテニスを基に簡易
化されたゲーム）を1種目を実施し，ボールや用具の操作と
簡易ゲームを中心に講習を展開します。

神林　勲（教育学部札幌校教授）
石澤　伸弘（教育学部札幌校教授）
中島　寿宏（教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月10日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506327号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】森林・林業体験で考える
地域と環境

本講座では、小中高の社会科地理・生活科・総合学習・地
域学習等を想定し、空知・石狩地方の道有林を実際に訪ね
て林業体験を行い、現地で緑や周辺環境を体験することの
重要性と、校外学習の企画他を学びます。
朝札幌校に集合後、午前・午後に林業体験や森林散策を予
定、その後教室で関連講義の後、認定試験を行います。

武田　泉（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月11日 教諭

小・中・高等学校
教諭（主に地歴
科・社会科・生活
科・総合学習・地

域学習等）

6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506328号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】いじめを哲学する

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

佐山　圭司（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月12日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 50人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506329号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】特別支援教育の基礎

本講習では、特別支援教育の対象となる児童生徒の障害
種や基本的な考え方、個別化等の留意点、インクルーシブ
教育の国際動向や障害に応じた合理的配慮の具体的方法
について概説する。そのため、特別支援教育の初任者また
は未経験者を対象とした内容である。

三浦　哲（教育学部札幌校教授）
千賀　愛（教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年12月12日 教諭

特別支援教育の
初任者または未
経験の教諭（通
常学級の指導者

を含む）

6,000円 85人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506330号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.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

北海道教育大学
【選択】保護者支援の悩みを語る
～ワークショップ型講習

近年，核家族化，地域のつながりが希薄化し，経済的格差
が拡がる等，子育てに困難をもつ保護者が増えている。そし
て，学校は保護者からの要望・苦情等への対応に苦慮する
ことが多い。保護者とのかかわりを，教師はいかに進めて
いったらよいかを異校種，異世代の教師たちのグループで
交流することで考えていく。

植木　克美（大学院教育学研究科教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月12日 教諭 全教諭 6,000円 20人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506331号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】小学校体育における実技
指導の基礎Ⅱ

小学校体育科の内容で取り扱われる「器械運動系」，「体つ
くり運動」，「陸上運動系」の3つについて，指導上の基礎的
な観点を実技を通じて解説します。具体的には，「器械運動
系」ではマット運動における回転系および巧技系の基本的
な技，「体つくり運動」では用具を操作する運動（遊び）にお
ける投げる・捕る，「陸上運動系」では陸上運動の短距離走
と走り幅跳びの基本的な動作を中心に講習を展開します。

神林　勲（教育学部札幌校教授）
石澤　伸弘（教育学部札幌校教授）
中島　寿宏（教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年12月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506332号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】解析学の基礎

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

後藤　俊一（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月13日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭向

け
6,000円 20人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506333号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】理科の実験実習H：冬の
生き物の教材化

冬季間の小学校理科の教材開発を主たる目的としている。
第1部は理科4年B区分「季節と生物」の学習事項に関連し
て，生物がどのようにして北国の厳しい冬を乗り越えている
のか，実際に野外で観察し，教材化を図る。第2部では冬季
間，スーパーなどで入手可能ないろいろな材料（生鮮食品）
の教材としての活用法を考える。

並川　寛司（教育学部札幌校教授）
高久　元（教育学部札幌校教授）
木村　賢一（教育学部札幌校教授）
渡部　英昭（教育学部札幌校非常勤講師）

北海道札幌市 6時間 令和2年12月13日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506334号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】英語教師のための授業分
析方法入門

本講座では中学校や高等学校の授業や授業改善に応用で
きる英語教育における授業分析の方法，特にSpada and 
Florich（1995） で開発された，授業のコミュニケーション志向
を測定するための手法である，Communicative Orientation 
for Language Teaching（COLT） を利用した手法を学び，客
観的な授業の振り返りの方法やコミュニカティブな授業への
改善方法について学びます。

志村　昭暢（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月13日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 25人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506335号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】異文化コミュニケーション
論入門

本講習では、世界に存在する様々な文化や多文化社会の
実例を紹介すると共に、日本では実感・理解し難い文化背
景や多文化主義などに焦点をあて、異文化理解及び異文
化コミュニケーションの重要性について認識・理解を深める
ことができるよう解説・演習を行う。

本多　尚子（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月13日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506336号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】知能検査を活用した子ど
も理解と指導～ＷＩＳＣ－ⅣとＫＡ
ＢＣ－Ⅱ～

本講習では、知能検査を教育的に活用するための解釈の
視点と具体的指導について概説します。WISC-Ⅳでは、指
標間におけるディスクレパンシーや下位検査レベルでのディ
スクレパンシーについて解説します。またKABC-Ⅱでは、カ
ウフマンモデルを中心とした解釈について概説すると共に、
個人内差としての認知特性に着目した指導方法について、
具体例を挙げて解説します。

青山　眞二（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月13日 教諭

特別支援学級
（通級を含む）・特
別支援学校の教

諭

6,000円 40人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506337号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】学びのユニバーサルデザ
インＵＤＬを授業で活かす

学びのユニバーサルデザインUDLとは，全ての子どもが主
体的に学ぶことができる学習環境を実現するための枠組み
です。授業や指導に潜む子どもの学びへの参加を阻む「カリ
キュラムの障害」を探し，学ぶ方法に選択肢(オプション)を用
意することによりそれを取り除き，子どもの学びを保障しま
す。授業改善や学びへの参加を保障する方法はもちろん，
支援ニーズのある児童・生徒への対応方法についても検討
します。

川俣　智路（大学院教育学研究科准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月13日 教諭
小・中・高・特別
支援教諭向け

6,000円 40人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506338号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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北海道教育大学
【選択】生徒の「意欲」を高める中
学校美術科の授業

学校現場では少ない授業時数の中で，現行の学習指導要
領に示された指導計画の作成と内容の取り扱いを参考とし
ながら，美術の教科経営にご苦労されていることと思いま
す。今回の講習では，平成28年8月の「次期学習指導要領
等に向けたこれまでの審議のまとめ（報告）」で示された現
行の学習指導要領の成果と課題を取り上げるとともに，新
学習指導要領の目指す生徒の資質・能力の獲得のための
教科経営力及び授業改善力の向上，年間指導計画の最適
化の在り方を探求します。

花輪　大輔（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月13日 教諭
中学校美術科教

諭向け
6,000円 12人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506339号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】吉野源三郎『君たちはどう
生きるか』を読む

1937年に『日本少国民文庫』の第5巻として出版された『君た
ちはどう生きるか』は、刊行後80年以上経た現在においても
なお熟読に値する名著である。本講習では、著者吉野源三
郎が、日中戦争に突き進む当時の日本の青少年に伝えよう
としたことを読み解きながら、社会科と道徳の授業のあり方
や両者の関連を考えてみたい。

佐山　圭司（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月19日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 50人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506340号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】身近な水環境と化学

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

菅　正彦（教育学部札幌校准教授）
蠣崎　悌司（教育学部札幌校教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年12月19日 教諭
小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円 30人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506341号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】雪の教育活用を探る

雪を観察させると子どもたちは驚きや感嘆の声を上げ、格
好の教材となる。そこで、Webページ「北海道雪たんけん館」
などで雪の学習の普及を図っている。ここでは、その自然科
学的な側面の基礎理解を図るために、雲の発生、雪の成
長、雪結晶の形、積もった雪の性質など基礎事項を解説す
る。また、雪を‘観る’という視点から、降雪と積雪の観察を
児童とどのように進めたらよいかを実習する。小学校におけ
る理科、総合的な学習の時間等での活用を期待する。

高橋　庸哉（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月19日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 14人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506342号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】ディジタルファブリケーショ
ン入門

新しいものづくりの手法として３Dプリンターやレーザー加工
機を利用したディジタルファブリケーションの基礎的な内容と
ディジタルデータの作成および製品の製作実習を通して，新
学習指導要領に示された学習目標を達成するための授業
づくりについて議論を行い，授業実践に役立つ知識と技能
を修得することを目指す。

佐藤　正直（教育学部札幌校講師） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月19日 教諭
小学校，中学校
技術科教諭向け

6,000円 10人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506343号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】「服育」の視点から考える
被服教育

　家庭科の衣分野の視点から，現代の子どもたちの「生き抜
く力」を育むための役割を持つものとして「被服教育」を考え
る。特に，衣服における次の３点に重点を置く。①人間の身
体および生活の安全性・快適性を維持するための必需品で
ある。②社会や文化，感性とも繋がり，生活場面において規
律と自由の度合いを表す役割を持つ。③正しい知識や意識
を持ち，現在の安価で大量に生産される衣服に対して正し
い選択ができる。

浅野　千恵（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月19日 教諭
小学校，中・高等
学校家庭科担当

教諭
6,000円 30人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506344号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】ドイツの実践に学ぶインク
ルーシブ教育と障害児者の余
暇・スポーツ

海外の取り組みとして注目される、ドイツにおけるインクルー
ジョンや特別支援教育の動向と卒業後の移行に向けた余
暇・スポーツ支援について、テキスト（ドイツのインクルーシ
ブ教育と障害児者の余暇・スポーツ－移民・難民を含めた
多様性に対する学校と地域の挑戦－）や実践場面の映像を
通して学ぶ。特に学校と他機関との連携や地域の環境形成
などについて、日本における今後の支援のあり方を考える。

安井　友康（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月22日 教諭

特別支援学校・
特別支援学級

（通級を含む）・通
常学級の教諭

6,000円 42人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506345号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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北海道教育大学
【選択】ドイツの実践に学ぶインク
ルーシブ教育と障害児者の余
暇・スポーツ

海外の取り組みとして注目される、ドイツにおけるインクルー
ジョンや特別支援教育の動向と卒業後の移行に向けた余
暇・スポーツ支援について、テキスト（ドイツのインクルーシ
ブ教育と障害児者の余暇・スポーツ－移民・難民を含めた
多様性に対する学校と地域の挑戦－）や実践場面の映像を
通して学ぶ。特に学校と他機関との連携や地域の環境形成
などについて、日本における今後の支援のあり方を考える。

安井　友康（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月19日 教諭

特別支援学校・
特別支援学級

（通級を含む）・通
常学級の教諭

6,000円 80人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506346号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】子どもの発達と描画指導

H29年に改訂された幼稚園教育要領では、感じること、考え
ること、イメージを広げることなどの経験を重ね、感性と表現
する力を養い、創造性を豊かにしていく。さらに、自分の存
在を実感し、充実感を得て、安定した気分で生活を楽しむこ
とができるようになる。との、豊かな感性や表現する力を育
む重要性が示されました。そこで本講習では、描画における
子どもの発達の段階や、「あそび」における目指す子どもの
姿の解説とともに、描画指導のポイントを「描画あそび」を中
心に体験的理解を深めます。

花輪　大輔（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年12月19日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506347号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】アイヌ文化教育に必要な
基礎知識

アイヌ文化学習についての基本的な考え方，現行の問題点
とその解決のための，基礎知識・留意点等について解説す
る。本学学生のアイヌ文化認識の問題点を示し，その認識
が小学生・中学生時に形成された可能性を確認する。その
上でアイヌ文化学習についての基本的な考え方，現行の問
題点解決のための，基礎知識・留意点等について解説す
る。

百瀬　響（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月20日 教諭

小学校教諭，中
学校社会科教

諭，高等学校地
歴科・公民科教
諭，総合学習担
当教諭，地域学
習等担当教諭

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506348号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】通常学級における発達障
害のある児童・生徒への指導を
考える

本講義では、通常学級に在籍する6.5%の軽度発達障害の
中から、自閉症スペクトラム障害ならびに発達性ディスレク
シアを取り上げ、特性の理解に基づいた指導方法について
説明する。幼稚園～高等学校の教諭を対象とするのは、ラ
イフステージを通した発達の様相を学校種を超えて共有し、
一貫した教育の構築を目指そうとするためである。

齊藤　真善（学教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月20日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高校の
通常学級の教諭

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506349号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】カウンセリングの基礎

生徒や保護者，同僚とのコミュニケーションを改善したい人
のための講座です。カウンセリング・スキルや心の病につい
て講義・ロールプレイ・ビデオ視聴を通して学びます。具体的
には，①相手（生徒・保護者・同僚）の話を共感的に「聴く」た
めのスキル，②自分の気持ちも相手の気持ちも大切にしな
がら相手に「話す」ためのスキル，③自殺予防と生徒が亡く
なった後の周囲の心のケアの方法，④心の病の基礎知識，
を主に予定しています。

三上　謙一（保健管理センター准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月21日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506350号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】歴史の中に見る英語のト
リビア

日常使っている言葉にも、それぞれの長く、そして時に意外
な歴史があるものです。知っておくと楽しい英語のトリビアを
歴史の中に探りながら、イギリスの言葉と文化の豊かさを再
確認しましょう。講習の中では、文学のみならずイギリスの
音楽や絵画にも触れる予定です。

本堂　知彦（教育学部札幌校教授） 北海道室蘭市 6時間 令和2年8月29日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506351号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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北海道教育大学
【選択】学びの仲間づくりと学校Ｇ
ＷＴ

児童・生徒のコミュニケーション能力を高める学校ＧＷＴ（グ
ループワークトレーニング）について，参加型体験学習方式
（演習と小講義）で学びます。アイスブレイク，One Wayコミュ
ニケーション，情報カードによる問題解決などの演習課題に
取り組み，小講義によって，学校ＧＷＴなどについて理解を
深めます。評価は筆記試験によります。小学生以上の児童・
生徒や父母が対象の教材を紹介します。幼稚園児は対象と
していません。

今　尚之（教育学部札幌校准教授） 北海道室蘭市 6時間 令和2年8月30日 教諭
小・中学校，高等

学校教諭
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506352号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】文字文化を踏まえた書写
実技指導

小学校・中学校国語科書写における指導事項の理解，課題
解決的な学習に関してとその評価，文字環境と文字文化な
どについて理解を深めます。実技講習を通して技能の向上
を図りながら書写指導におけるポイントを知る内容です。

西川　竜矢（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年7月26日 教諭
小，中（国語）教

諭
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506353号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】地図で学ぶ楽しい授業づ
くり

本講習においては、小説などある場所について書いた文書
を読んで地図に表現したり、身近な地域の学習のために地
形図を読んだり、地球儀や世界地図を比較したりする体験
活動を通して、地図で楽しく学ぶことができる社会科の授業
づくりを身につけることを目指します。

金　玹辰（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年7月26日 教諭
小、中（社会）、高
（地歴・公民）教

諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506354号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】数学の基礎を見なおす

数や集合、証明に現れる論理など、数学のいくつかの基本
的な概念や考え方について、その基礎を理解することを目
標とする。数学教育との関わりや、数学パラドックス、不完
全性定理といった話題性のある題材にも簡単に触れなが
ら、数学という学問の成り立ちについて考える。

小室　直人（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年7月26日 教諭
中・高（数学）教

諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506355号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】学習指導要領に対応した
理科　エネルギー編

子どもの理科離れが盛んに指摘されているが、実は小学校
教員の理科に対する苦手意識がその遠因ではないだろう
か。本講習では、科学４領域のうち物理学分野に関連する
音・光・熱・電気・磁石・重力などを取り上げる。演示実験を
通して、これら物理現象の面白さ・不思議さを実感し、その
背景を学ぶことで、小学校および中学校の理科教育で役立
つ知識・技能・自ら教材開発する能力を習得することを目的
とする。

永山　昌史（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年7月26日 教諭
小、中・高（理科）

教諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506356号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】指揮法

本講習は指揮法の基礎を中心に展開します。指揮法におけ
る間接運動や直接運動，しゃくいなどの基礎を学び，それら
を用いながら拍に応じた振り方を演習します。講習の後半で
はピアノに向かって実際の曲を指揮するなど実践的な演習
も行います。指揮法の基礎を学習したり，見直すことにより，
曲の構造を分かりやすく振るとともに，自らの表現を伝える
ようになることが本講習の狙いです。

佐藤　淳一（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年7月26日 教諭
小、中・高（音楽）

教諭
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506357号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】鉛筆石膏デッサン

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

大石　朋生（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年7月26日 教諭
小、中・高（美術）

教諭
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506358号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学 【選択】鉛筆石膏デッサン

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

大石　朋生（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年12月12日 教諭
小、中・高（美術）

教諭
6,000円 30人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506359号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】保健体育への心理学的ア
プローチ

体育・スポーツにおける様々な事象を心理学の視点から改
めて見直すことを通して，児童生徒の個性の理解に迫ること
をねらいとする。特に，人は心の中の思いを伝えられない，
あるいは自身でも解りかねているようなとき，身体を通して
表現する。こうした身体の動きから児童生徒の個性及びメン
タルヘルスなどの現代的な健康課題を捉える手がかりを得
ることを試みる。また，実技については，児童生徒が自分を
表現しやすくするための準備運動のあり方について考える。

小谷　克彦（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年7月26日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506360号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】生活設計の意義と方法

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

岡田　みゆき（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年7月26日 教諭 全教諭 6,000円 30人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506361号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】発達障害の理解と支援

発達障害のある子どもの困難性の捉え方を学び、子どもの
実態把握、および支援手段をグループワークを交えて検討
し理解を深めることを目的とする。講義内容は、１)発達障害
特性の理解、２)子どもの実態把握、３）環境に合わせた支
援と配慮の3点を含むことを予定している。

蔦森　英史（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年7月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員（特支学
校及び特支学級
の教諭・特支コー
ディネーターなど
を中心とするが，
該当しない場合も

受講可）

6,000円 50人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506362号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】健康に関する今日的課
題ーがん教育等についてー

今日の学校では、医療的ケアを要する子どもや、アレル
ギーがある子どもが多くなり、学校内での対応が必要になっ
ている。そこで、医療的ケアの現状やアレルギーについて学
ぶ。また、現在学校では、がんの正しい知識を伝える「がん
教育」が求められている。がんについて学ぶとともに、学校
での「がん教育」について、受講生と共に考える。

芝木　美沙子（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年7月26日
教諭

養護教
諭

養護教諭、養護
教諭及び教諭の
免許状の両方を

有する者

6,000円 30人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506363号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】イギリス詩をていねいに
読む

最新の専門的研究の成果に立脚しつつ，英語の背景にあ
るイギリス文学ならびにイギリス文化の基礎的な知識を習
得することで，文化の多様性及び異文化コミュニケーション
の現状と課題について学ぶ。あわせて，英語による表現力
への理解を深め，小学校，中学校及び高等学校における英
語科の授業に資する知見を身に付ける。

十枝内　康隆（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年7月26日 教諭
小、中・高（英語）

教諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506364号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】今日的な課題の解決を目
指す国語科の授業づくり

新学習指導要領の趣旨やその背景，国語科の改善の方向
等について解説するとともに，新しい時代に必要となる資
質・能力の育成等に資する国語科学習指導の在り方や主体
的・対話的で深い学びという視点による授業改善のポイント
について検討する。

渥美　伸彦（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小、中・高（国語）

教諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506365号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】中世ヨーロッパ史を読み
直す

西欧中世を「暗黒時代」と見なすような考え方はすでに過去
のものとなっているが、では我々はこの時代をどう理解すべ
きなのだろうか。本講習では、西欧中世(特にその前半)にお
ける3つの事件に焦点を絞り、最新の研究成果を踏まえた
上で、西欧が当時の西ユーラシア世界で占めた位置づけや
西欧世界の特殊性について考えていく。

津田　拓郎（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中（社会）、高（地

歴）教諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506366号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】理解を深めるための数学
再入門

私たちはサイコロを振るとそれぞれの目が出る確かさはほ
ぼ1/6であると考えています。実際にサイコロを振ってもすべ
ての目がいつも同じ割合で出てくるわけではありませんが，
「サイコロを繰り返し振るとき，1の目が出る相対頻度は，振
る回数を大きくすると1/6 に近づいていく」ということを経験
的に知っています。このこと（大数の法則）が数学の定理とし
てどのように定式化されて，どのように証明されるのかを解
説します。

高橋　優二（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中・高（数学）教

諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506367号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】小学校教諭のための理科
教材

本講習では，令和２年度から始まる学習指導要領の生命領
域に焦点をあて，小学校における代表的な観察・実験など
を取り上げ解説するとともに，観察や実験を行い，観察や実
験の技能向上を目指す。

安藤　秀俊（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月1日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506368号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】評価（音楽科を中心とし
て）

「評価・学力とは何か」「評価の変遷」 「評価の観点・評価規
準・評価基準」 「学習指導案・日常の授業に評価をどのよう
に取り入れるか」等の話題を通して、「子どもの自己学習力
を育むための評価」について確認する。その際、評価の観
点が異っていた音楽科と各教科との比較により、教育評価
全般および音楽科の評価について理解を深める。（「教育評
価全般を扱うことから、音楽科以外の教諭も対象とする」）

芳賀　均（教育学部旭川校講師） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小、中、高、中等
教育学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506369号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】立体造形・彫刻領域の教
材と実践

図画工作科・美術教科の立体造形・彫刻表現領域における
特性や造形要素について、実技体験を通して理解を深め、
授業実践に向けた基本的知識や技能の習得を図ります。
前半は彫刻表現領域の造形理論に関する講義を行いま
す。後半は、針金や石膏、樹脂等の素材を用いて理論に基
づく演習課題に取り組みます。

岩永　啓司（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小、中・高（美術）

教諭
6,000円 25人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506370号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】児童生徒へのものづくり
指導

　小学校の総合的な学習の時間や図画工作科等で実践す
る「ものづくり学習」の目的・意義・方法に関する理論を講習
する。また，幼稚園や小中学校などで行うものづくり学習の
実践や環境整備等に必要な木材加工等の実技を講習し，
簡単な製作実習を行う。このことにより，学校園におけるも
のづくり学習の実践のための知識と技能を身につけるととも
に，ものづくり学習の持つ教育的意義を理解する。

勝本　敦洋（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月1日 教諭
幼、小、中、特支 

教諭
6,000円 28人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506371号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】発達障害の理解と支援

発達障害のある子どもの困難性の捉え方を学び、子どもの
実態把握、および支援手段をグループワークを交えて検討
し理解を深めることを目的とする。講義内容は、１)発達障害
特性の理解、２)子どもの実態把握、３）環境に合わせた支
援と配慮の3点を含むことを予定している。

萩原　拓（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員（特支学
校及び特支学級
の教諭・特支コー
ディネーターなど
を中心とするが，
該当しない場合も

受講可）

6,000円 50人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506372号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】傷ついたこころと体への
支援－保健室でのカウンセリン
グ的対応－

心や体の傷ついた生徒に対し保健室において、養護教師が
生徒及び保護者から受ける相談に、カウンセリング的対応
を行うために必要なことを学ぶ。学校内、担任教師、教科担
任との連携の在り方。
－、カウンセリングの基本、来談者中心療法の傾聴、受容、
共感の必要性を認識する。
－、相談の実践をロールプレイを行いグループ討議する。
(不登校、生徒の問題行動、いじめ、保護者への対応)
－、各市町村の様々な相談窓口、医療関係と学校との連携
の必要性を認識する。

川田　美保子（教育学部旭川校非常勤講師） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月1日
教諭

養護教
諭

養護教諭、養護
教諭及び教諭の
免許状の両方を

有する者

6,000円 30人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506373号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】英語音声学入門と脱カタ
カナ発話の実践

英語音声学の基礎知識について学び、実際にアルファベッ
トや英単語・クラスルームイングリッシュの使用を想定して、
カタカナ英語からの脱却を目指すための基本を理解し、演
習を行う。音声学を学習したことのない小学校教諭を主な受
講対象とするが、リメディアルを希望する中学校英語教諭も
対象に含める。本講習で獲得した知識や演習での経験を通
常の授業で活用することを基盤に据える。

片桐　德昭（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小、中（英語）教

諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506374号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】日本語学概説

私達が普段何気なく使用している日本語とはどのような言
語なのだろうか。本講習では現代日本語を対象に、音声・文
法・語彙・文字表記などの観点に分けて、日本語がどのよう
な構造・体系を持っているのか、また、どのようなバリエー
ションを持っているのかについて考えていく。そして、以上の
検討をとおし、現代日本語の概要を把握することで、日本語
研究の基本的な考え方の習得を目指していきたい。

作田　将三郎（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月2日 教諭
小、中・高（国語）

教諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506375号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】道徳科における「内容項
目」を哲学・倫理学的に考える

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

千葉　胤久（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月2日 教諭 小、中学校教諭 6,000円 50人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506376号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】微分してみよう，積分して
みよう

中学校での「関数の変化の割合」から高等学校での「関数
の微分係数」への発展について復習したのち，平面上や空
間内の曲線上の動きに対する「変化の割合（速度ベクトル）」
や曲率ベクトルに言及する。そして，微分係数 dy/dx におけ
るdx，dyという記号の意味について考察する。また，微分・
積分・偏微分・重積分の具体例について手を動かして計算
し，それらの幾何学的意味について考える。

齋藤　幸子（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月2日 教諭
中・高（数学）教

諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506377号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】色で見る化学反応

紫キャベツの搾り汁に酢を加えると，紫色が赤色になる。紫
キャベツの搾り汁に重曹を少しずつ加えていくと，青・青緑・
緑・黄色に順に変化していく。この色の変化はアントシアニ
ンと酸・アルカリの化学反応として説明される。このような色
彩の変化を小中高の各カテゴリーにおいて説明するため
に，色と化学について講義・実験を行い，科学的な見方・考
え方を養う探求的な学習について考える。

村山　幸一（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月2日 教諭
小、中・高（理科）

教諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506378号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学 【選択】合唱指導

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

杉江　光（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月2日 教諭
小、中（音楽）教

諭
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506379号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】対話しながらのアート鑑
賞

造形作品の鑑賞プログラムです。対話を主な方法として用
います。鑑賞、アートゲームなど、児童生徒だけでなく指導
者も楽しめ、小学校高学年図画工作科から中学校美術科の
内容が中心です。幼稚園教諭の方も受講可能ですが、ご注
意願います。
1.「対話をしながらのアート鑑賞」演示
2.「対話をしながらのアート鑑賞」グループ演習
3.「鑑賞における主体的で、対話的で、深い学び」を検討
4.「アートゲーム」演習

南部　正人（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月2日 教諭
小、中・高（美術）

教諭
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506380号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】オリンピック～見る・知る・
考える～

日本においてはこれまでに３回，オリンピック大会が開催さ
れている。４回目を迎える２０２０年の本年は，マラソン・競歩
種目がこの北海道札幌市で開催されることとなった。学習指
導要領では，このオリンピックについて中学校・高等学校は
もとより，小学校においても取り扱うことが明記されている。
しかし，我々が学習してこなかったこの内容を，どのように指
導すればよいのであろうか。まずは，オリンピックを知ること
から始まる。

三浦　裕（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月2日 教諭
小、中・高（保健

体育）教諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506381号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】学校園における栽培

学校園における，野菜（果菜類・葉菜類・根菜類）の特性を
踏まえた土づくり・播種・育苗・管理作業・収穫の仕方につい
て学ぶ。また，身近な資材を用いた室内栽培方法，有機質
肥料の作り方及び自然材料を用いた病害虫防除の仕方を
紹介する。

小泉　匡弘（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月2日
教諭

栄養教
諭

幼，小，中（技術）
教諭，特支教諭，

栄養教諭
6,000円 28人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506382号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】学校園における栽培

学校園における，野菜（果菜類・葉菜類・根菜類）の特性を
踏まえた土づくり・播種・育苗・管理作業・収穫の仕方につい
て学ぶ。また，身近な資材を用いた室内栽培方法，有機質
肥料の作り方及び自然材料を用いた病害虫防除の仕方を
紹介する。

小泉　匡弘（教育学部旭川校准教授） 北海道北見市 6時間 令和2年8月8日
教諭

栄養教
諭

幼，小，中（技術）
教諭，特支教諭，

栄養教諭
6,000円 28人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506383号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】物語を想像力豊かに読む
ために

この講座では、おもに国語科の定番教材を用いて、物語の
構造や比喩表現に注目した作品読解をおこないます。子ど
もたちの素朴な疑問、自由な発想に負けないために、読み
の柔軟体操をしましょう。現代文が苦手な方、人物の心情理
解や物語の教訓的な読みに飽き足りないと感じている方に
お薦めします。

村田　裕和（教育学部旭川校准教授） 北海道北見市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小、中・高（国語）

教諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506384号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】鑑賞指導

平成20年告示の学習指導要領では言語活動との関連が重
視され、「批評的」という文言に象徴的であった。しかし音楽
に限らず、批評がついてまわるどの分野に於いてでも、とも
すると「批評」の意味は曲解されかねず、音楽のことに「鑑
賞」に於ける「批評的」な取り組みやとらえ方にも偏向性が
生じ得る。ここでは、「批評的」といわれるに相応しい鑑賞の
あり方を、平成20年告示の学習指導要領を契機とした、単
なる感想の域を越えた考え方として追う。

木村　貴紀（教育学部旭川校准教授） 北海道北見市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小、中・高（音楽）

教諭
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506385号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.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

北海道教育大学 【選択】基礎英文法再考

中学校・高等学校での文法指導においては、効率のために
実際の言語事実がないがしろにされている項目が存在し、
そうした状況は旧態依然としている。言語学の成果から得ら
れている言語事実をいかに分かりやすく指導に反映させる
か、という観点から基礎英文法を再考し、より良い文法指導
を行うための課題と解決策を検討する。また、言語習得論と
の関連で、初学者（小学生）に対する指導で見逃されがちな
事柄についても検討を行う。

山田　祥一（教育学部旭川校准教授） 北海道北見市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小、中・高（英語）

教諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506386号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】現代社会における裁判所
の役割

本講義は、現代社会における裁判所の役割について理解を
深めるものである。裁判制度については、裁判員裁判など
をはじめとして、様々な批判があるが、本講義では、民事訴
訟、刑事訴訟、行政訴訟などを中心に、それらの制度の概
要を習得するとともに、現在の司法が抱える現代的な問題
についても見識を深める。

籾岡　宏成（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中（社会）、高（地
歴・公民）教諭

6,000円 50人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506387号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】子どもと楽しむための昆
虫学

昆虫は，幼児にとってとても身近な自然であり，強く興味を
惹く生き物である。また小学校および中学校の理科におい
ても，昆虫は重要な学習内容および教材となっている。そこ
で本講習では，昆虫のスケッチや標本作り，体のつくりを調
べるための簡単な実験をとおして昆虫学の基礎を学ぶとと
もに，昆虫への親しみを持ってもらうことで，昆虫をより効果
的に教育へ活かせることができるようになることを目指す。

奥寺　繁（教育学部旭川校准教授） 北海道北見市 6時間 令和2年8月7日 教諭
幼、小、中（理
科）、特支教諭

6,000円 50人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506388号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】どうやったら運動が上手
になりますか？

運動が上手になりたい。これは万人の願いではないでしょう
か？　本講習では，洗練された上手な運動にはどんな特徴
があるのか？　運動の発達はどのように進み，どう援助した
ら促進できるのか？　運動の学習過程ではどんなことが生
じ，効果的な学習のためにはどのような指導や支援がのぞ
ましいのか？　などの問いについて考えながら，運動が上
手になるための実践的な指導法や練習法を探求していきま
す。

板谷　厚（教育学部旭川校准教授） 北海道北見市 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506389号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】算数・数学科の授業づくり

　算数・数学の授業を振り返り，「よい授業」を行うために必
要な授業改善の視点を掴むことを目的とする。そのために，
算数・数学科の「学習指導要領」を読み取り，「問題解決の
授業」について理解を深める。また，「算数・数学教育の目
的」を確認しながら，校種別演習での話し合いや指導案づく
りを行うことを通して，これからの算数・数学の学習指導に
求められる「授業づくり」について検討する。

谷地元　直樹（教育学部旭川校准教授） 北海道北見市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小、中・高（数学）

教諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506390号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】発達障害の理解と支援

発達障害のある子どもの困難性の捉え方を学び、子どもの
実態把握、および支援手段をグループワークを交えて検討
し理解を深めることを目的とする。講義内容は、１)発達障害
特性の理解、２)子どもの実態把握、３）環境に合わせた支
援と配慮の3点を含むことを予定している。

片桐　正敏（教育学部旭川校准教授） 北海道北見市 6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員（特支学
校及び特支学級
の教諭・特支コー
ディネーターなど
を中心とするが，
該当しない場合も

受講可）

6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506391号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】ICT・メディアと国語科教
育

ICT・メディアと国語科教育との関わりを踏まえて，今日の授
業改善に資する活用のあり方について講義します。具体的
な活用のノウハウを紹介することではなく，ICT・メディアを活
用した学習で何を学ぶのか，どのように学ぶのかなど，基本
を理解することを目的とします。

上田　祐二（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年12月12日 教諭
小、中・高（国語）

教諭
6,000円 40人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506392号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】コミュニカティブな英語授
業の理論と実践

公開授業などの授業検討会では，一般に印象的な評価の
やりとりが多い。本講習ではコミュニカティブ・ランゲージ・
ティーチングを背景理論とする外国語授業観察・分析方法で
あるCOLT Part Aを用い，客観的な手法で英語授業の特徴
を数値化する方法を紹介する。また，分析結果から授業を
振り返ることで，コミュニケーション指導の視点から自らの英
語授業をどのように改善することができるかを検討する。

石塚　博規（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年12月12日 教諭
小、中・高（英語）

教諭
6,000円 30人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506393号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】救急救命処置
職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

羽賀　將衛（保健管理センター教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年12月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 12人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506394号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】救急救命処置
職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

羽賀　將衛（保健管理センター教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年12月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 12人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506395号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】漢字漢文教材読解法
漢字漢文の基礎について、漢和辞典や白文の教材を利用
しながら、漢文読解能力を高める。こうした作業を通して高
度な教材開発能力を培うことを目的とする。

大橋　賢一（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 12時間
令和2年12月12日～
令和2年12月13日

教諭
中・高（国語）教

諭
12,000円 10人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506396号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】農業・農村の現在を地理
学から捉える

現在の農村・農業は多様な社会・経済的な影響を受けなが
ら目まぐるしく変貌を遂げている。農村・農業それ自体とそ
れらを取り巻く状況の一端を理解するために，地理学という
分野からのアプローチをしていく。その中で，理論的な内容
に加えて，具体的なフィールドワークの事例を用いながら，
より農村・農業の「今」に近い講義を展開していく。

栗林　賢（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年12月13日 教諭
中（社会）、高（地

歴）教諭
6,000円 40人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506397号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】理科を教えることについて
一緒に考えてみましょう

本講義では，理科指導の基盤となる理科教育の目的・目標
について考察する。次に，この理科教育の目的・目標と非常
に関係のある「科学とは何か？」という科学論的内容につい
て検討する。この主題は，既に，諸外国では児童・生徒が学
ぶべき内容としてカリキュラムに取り入れられている。最後
に，これらの内容を踏まえて，科学的探究に基づく授業につ
いて考える。

高橋　一将（教育学部旭川校講師） 北海道旭川市 6時間 令和2年12月13日 教諭
小、中・高（理科）

教諭
6,000円 40人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506398号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】「歩くスキー」～知る・遊
ぶ・考える～

本講習では子どもたちが北海道の身近な冬の自然環境の
中で，心身ともに生き生きとしてスキーを楽しむことができる
よう，歩くスキーについての理解を深め，実際に遊びを経験
しながらスキー指導の糸口を見つけます。このため，内容は
滑走法ではなく，冬の健康を基盤として考えるスキー遊びが
中心となります。

三浦　裕（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 令和2年12月13日 教諭
小、中・高教諭
（保健体育）

6,000円 30人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506399号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】生態系保全のための環境
教育

午前中は、環境教育の基盤的な知識となる生態系の構造、
しくみ、ヒトとの関わりやその保全の意義・活動について講
義する。午後は自然と共生することのリスクについて、特に
エキノコックス問題を例に取り上げ生態系保全における保
護と管理とのバランスの必要性を認識することで、生態系を
利用した環境教育実践のための科学的・客観的視点修得
の重要性を学ぶ。

伊原　禎雄（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506400号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】「文学教材を読む」－研究
と指導－

小学校国語科における教科書の物語教材を中心に(中学校
教材についても若干扱いたい）取り上げ、教材分析、教材研
究の方法を探るとともに、その学習展開や指導法について
考える。

津田　順二（教育学部釧路校非常勤講師） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小学校教諭，中
学校（国語科教

諭）向け
6,000円 25人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506401号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】市民性を育む家庭科の授
業

家庭科というと，料理・裁縫を中心に学ぶ教科だというイメー
ジが，根強く残っている。しかし，男女共修制度の実施以
降，その内容は，確実に，「日常生活の営みの軸足から地
域や社会とつながっていることを実感し，自分だけでなく地
域や社会の生活を創造する学び」という方向へ変化した。本
講座では，そのような学びを具現化するために，特に市民
性を育む視点から，教材設定や授業方法などを検討してい
く。

土岐　圭佑（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月9日 教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（家庭科教諭）向

け

6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506402号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】初心者を対象とした器械
運動の指導法

初心者を対象とした器械運動の指導法について，スポーツ
運動学の観点から，段階的指導の仕方や教材づくりの工夫
について講習を行います。そこでは，VTRやデモンストレー
ション，実技実習を通して，実践的・感覚的に動きを理解し，
子どもたちへの指導に還元することを目指します。

山本　悟（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月9日 教諭

幼・保育園教諭，
小学校教諭，中
学校・高等学校
（保健体育科教

諭） 向け

6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506403号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】北海道に生きる動物たち

私たちは地球上において、人以外の多様な生物と共に生き
ています。地球環境を支えてくれているのはこれら生物たち
です。講義では、人と共に生きている地球上の生物がいか
に多様であるかを学び、地元北海道の自然と動物（ヒグマ・
タンチョウ・ザリガニなど）の由来・生息状況に目を向けて、
人と野生生物の関係を考えます。

蛭田　眞一（教育学部釧路校非常勤講師） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月9日 教諭

幼稚園教諭，小
学校教諭，中学
校・高等学校（理

科教諭）向け

6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506404号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】環境教育（地域の生態系
と湿原再生）

午前中は北海道の釧路湿原および自然再生についての講
義を行う。午後は釧路湿原の湿原再生現場での視察、説
明、質疑などを行う。これらのことを通して湿原生態系が他
の生態系に比べいかに特殊な生態系であるかを認識し、保
全生態学について学習する。また、湿原再生現場を実際に
経験することで、再生の意味、必要性、再生の方法などを学
ぶ機会とする。

神田　房行（教育学部釧路校非常勤講師） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506405号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】宇宙教育教材を利用した
理科授業

JAXA宇宙教育センター等の教材を理科の授業に活用し
て、子どもたちの興味・関心を高める授業を考える。実際に
実験や工作を行うことで児童生徒の視点で教材の持つ価値
を考える。また、小中学校の指導内容との関連性を調べ、
理科の授業における活用を考える。

中山　雅茂（教育学部釧路校講師） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小学校教諭，中
学校（理科教諭）

向け
6,000円 25人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506406号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】彫刻の方法論と美術教育

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

福江　良純（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月10日 教諭

幼稚園・小学校
教諭，中学校・高
等学校（美術科
教諭及び彫刻教
育に関心のある
教諭），特別支援

学校教諭向け

6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506407号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】保育実践における教師の
援助を考える

保育現場において、教師(保育者)は目的を持って子どもた
ちへ強い誘導を行うものから、子どもの自主性を尊重し干渉
を極力控えるものまで、幅広く、多様なかかわりを行ってい
ます。近年の「幼稚園教育要領」は保育者に何を求めてお
り、その要請はどのような背景から来ているのか。また、ヴィ
ゴツキーの「最近接領域」などの子どもとの関係性を重視し
た保育観や、子ども理解にかかわるいくつかの視点を参考
に、「援助」の在り方を考えます。

井上　薫（釧路短期大学　幼児教育学科教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月10日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506408号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

21 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】毛筆書写が苦手な教員の
ための書写講座

主として，小・中学校の書写教材等を使用した実技指導と指
導法を教授。その他，関連して漢字や仮名文字の歴史や，
教材の書風の基礎となる古典の紹介等を含める。※受講者
の経歴や経験又は学校種等により内容を変更する場合もあ
る。

村山　昌央（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月11日 教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
教諭（国語教科

のうち，毛筆書写
が苦手な教諭），
特別支援学校教

諭向け

6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506409号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】中国の過去・現在・未来

中国は多くの人が生を営んできた長い歴史の蓄積がありま
す。紀元前以来の文明を直接に引き継いで現在にまでつな
がる例は中国をおいて他にはありません。中国の歴史から
学ぶことが多いのはもとよりですが、一方ではプラスの要素
ばかりでないことも事実です。この講習では、私たち日本と
の違いに注目し、文化や考え方などを紹介し、今後あるべき
日中関係を築くための材料を提供したいと思います。

竹内　康浩（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月11日 教諭

小学校教諭，中
学校（社会科教
諭）・高等学校

（地歴科教諭）向
け

6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506410号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】科学好きな子どもたちを
つくるための生活科講座

『社会科や理科、総合的な学習の時間をはじめとする中学
年の各教科等への接続を明確にすること』『活動や体験を行
うことで低学年らしい思考や認識を確かに育成し、次の活動
へつなげる学習活動を重視すること』などの平成29年告示
の新学習指導要領生活科の充実を図る視点をもとに、学校
における生活科を中心とした初等科学教育について受講者
との意見交流の中から学校の実態を把握し、問題点を浮か
び上がらせる。

境　智洋（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月11日 教諭

幼稚園教諭，小
学校教諭，特別
支援学校教諭向

け

6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506411号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】日本の伝統音楽・伝統芸
能における学び

音楽教育学においては、学習者が知識や技能を、身体を通
して自分のものにしていくことで学びが完成へと向かってい
くといわれる。同様のことは長い歴史を持つ日本の伝統音
楽や伝統芸能においても強調されている。本講座では、日
本の伝統芸能の代表的なものの一つである能を取り上げ
る。映像資料や文献などを通して能の歴史や演劇的特徴へ
の理解を深め、謡と仕舞の一部を実際に体験する。さらに、
能における「わざ」の習得プロセス、声・身体に関する教授・
学習方法や伝承のあり方から、学ぶことと教えることの意味
を考え直す。

中西　紗織（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月11日 教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校

（音楽科教諭及び
伝統音楽・伝統
芸能に興味のあ

る教諭）向け

6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506412号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】子どもの問題行動と学校
対応

教育相談の基本的な態度のあり方を確認し、園や学校現場
でみられる幼児、児童、生徒の問題行動について、基本的
な理解と対応について解説するとともに、教員がもっておき
たい視点について整理する。さらにより具体的な考察を目的
として、事例について議論を行う。

穴水　ゆかり（釧路短期大学　幼児教育学科講
師）

北海道釧路市 6時間 令和2年8月11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

諭向け

6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506413号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】学校で活かす自然体験教
育

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

諫山　邦子（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月12日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506414号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】三角関数の世界

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

黒川　友紀（教育学部釧路校講師） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月12日 教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（数学科教諭）向

け

6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506415号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学 【選択】身の回りの化学物質

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

平山　雄二（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 令和2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 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506416号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】生成文法と英語教育

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

椙本　顕士（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月12日 教諭
中学校・高等学
校（英語科教諭）

向け
6,000円 25人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506417号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】色づくりを考える-三原色
から豊かに色を作る-

水彩絵の具・三原色（赤・青・黄）に色数をしぼって、たくさん
の色を作ってもらいます。この方が、例えば１２色入りの絵
の具セットを使って色作りをするよりも、色が大きく広がるこ
とを実感してもらいます。同時に「絵の具」についてあらため
て考えてみます。

加藤　直樹（教育学部釧路校非常勤講師） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月12日 教諭

幼稚園教諭，小
学校教諭，中学
校・高等学校（美
術科教諭），特別
支援学校教諭向

け

6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506418号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】自然災害と防災（減災）を
読図する

今年度は“自然災害と防災（減災）を考える”と題し、学校を
めぐる諸課題（通学路の安全、避難路の確保等）を中心に、
地理学の視点から防災を検討します。講義では地形図の読
図を中心に各種資料やスライドを用いての解説及び会場周
辺を対象としたフィールド調査を行います。具体的内容は、
「東日本大震災における学校園の対応」、「学校における避
難所運営」、「防災の視点からのまち歩き」とし、「子どもの命
を守る」視点からの検討を行います。

酒井　多加志（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年12月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 40人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506419号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】算数科 主体的・対話的で
深い学びに向けた日常授業の改
善

新小学校学習指導要領の全面実施に向けて，次の内容に
ついて説明，演習，協議を通して理解を深め，実践の充実
に向けた糸口を探ることを目指す。　
①数学的活動を通した指導とは，②問題解決の授業の日常
化に向けて，③問題提示の工夫の実際，④授業ＤＶＤによ
る研究協議。
また，これらの内容を扱う中で，算数科における主体的・対
話的で深い学びを実現する授業改善の具体について考え
ていく。

早勢　裕明（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年12月5日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 25人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506420号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】日本歌曲史概説

わが国に西洋音楽が導入された極最初期に、瀧廉太郎あ
たりから始まって現代に至る日本歌曲の歴史を、その音源
資料とともに辿る。この場合の日本歌曲とは、日本語の詩に
作曲された芸術歌曲のことを指すが、文部省唱歌や童謡に
ついても言及する。また、近年の学習指導要領改訂で復活
した歌唱共通教材にも触れ、その詩の解釈も綿密に行う。

鴨川　太郎（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年12月5日 教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（音楽科教諭）向

け

6,000円 25人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506421号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】ドローイングと美術

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

富田　俊明（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年12月5日 教諭

幼稚園教諭，小
学校教諭，中学
校・高等学校（美
術科教諭）向け

6,000円 25人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506422号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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
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北海道教育大学 【選択】生命科学の発展と課題

1953年にワトソン&クリックによって、DNAの二重らせん構造
の提唱が行われた。それからわずか半世紀あまりのうちに
生命科学研究が進展し、人間社会が大きく変革される時代
となった。本講習では、生命科学の中でも遺伝子工学進展
の歴史を最新の研究成果を踏まえながら振り返る。そして
遺伝子組み換え食品やオーダーメイド医療などの遺伝子工
学技術のメリット・デメリット等に触れながら学校教育との関
連性を探る。

長根　智洋（教育学部釧路校講師） 北海道釧路市 6時間 令和2年12月5日 教諭
小学校教諭，中
学校・高等学校
（理科教諭）向け

6,000円 25人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506423号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】子どもの表現の理解と指
導方法

子どもの造形表現からどのようなことを読み取ることができ
るのか，小・中学生の作品事例を見ながら考えていきます。
さらに，子どもの表現の理解を基にした評価や指導のあり
方を，具体的な題材の体験を通して学びます。

佐々木　宰（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年12月6日 教諭
小学校教諭，中
学校（美術科教

諭）向け
6,000円 40人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506424号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】指導事項の理解と学力調
査の分析に基づいた国語科教育

本講習では、全国学力・学習状況調査と指導事項との関係
性について分析することを通して、国語科の指導内容を明
確にするための観点について確認する。その上で課題や指
導事項を達成するための手立てについて、参加者同士で意
見交流を行うことを通じて、互いが知見を深め合うような講
義を目指したい。また、その時々の教育上のトピックや教材
を取りあげ、教育の最新事情や教材研究についても議論を
行う予定である。

菊野　雅之（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年12月6日 教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（国語科教諭）向

け

6,000円 25人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506425号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】英語教育の理論と実践

英語教育とその関連分野の研究成果を基に，効果的な指
導の在り方について学ぶ。(1) 英語の学習・指導観を支える
第二言語習得論，(2) 4技能につなげる語彙指導，(3) 深い
理解に導くリーディング指導，(4) 効果的な学習を促すテスト
と評価の4つのテーマについて，基本的な理論や知識を踏ま
え，どのように指導に取り入れていくかを考えていく。

鈴木　健太郎（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年12月6日 教諭
中学校・高等学
校（英語科教諭）

向け
6,000円 25人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506426号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】これからの社会科授業づ
くり

地域素材を生かした社会科の授業づくりについて、主に道
東の地域素材を取り上げ、小学校、中学校における社会科
授業のねらい及び内容、方法を検討することを通して、学校
段階を見通した授業の構成について考えるとともに「持続可
能な社会づくり」につながる授業を開発する。

内山　隆（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 令和2年12月6日 教諭
小学校教諭，中
学校（社会科教

諭）向け
6,000円 25人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506427号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】集団で行う球技における
コミュニケーションを軸とする指導

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

平岡　亮（教育学部釧路校講師） 北海道釧路市 6時間 令和2年12月6日 教諭

幼稚園・小学校
教諭，中学校・高
等学校(体育科教
諭のうち球技指
導が苦手な教

諭)，特別支援学
校教諭向け

6,000円 25人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506428号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】表現領域における製作遊
び

表現領域における製作遊びについて、幼児期～児童期の
造形や道具の扱いに関する発達段階を明確にし、各発達段
階に応じた教材の開発を行う。また実際に教材を製作し、指
導案作成を通じて製作遊びを行う際の準備や環境設定、言
葉がけや配慮事項などについて考察する。
幼小接続の観点から、幼稚園教諭は卒園後の造形につい
て、小学校教諭は入学前の児童の造形について理解を深
め日々の実践と比較し考察する。

篠木　真紀（釧路短期大学　幼児教育学科講
師）

北海道帯広市 6時間 令和2年8月8日 教諭
幼稚園教諭，小
学校教諭，特別
支援学校教諭

6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506429号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.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

北海道教育大学
【選択】はじめての数学教授学：
人類学としての数学教育学

本講習では，フランスを起源とする「数学教授学」を扱いま
す。数学教授学は，「数学的知識を普及する」という人類の
営み（つまり算数・数学教育）のしくみの解明をめざす社会
科学の一分野です。具体的な講習内容としては，数学教授
学の主な理論の一つである「教授人間学理論」を中心に，
児童・生徒の数学的活動や数学的探究を計画したり評価し
たりする際に役に立つ，いくつかの概念を解説します（例え
ば，教授学的契約，プラクセオロジー，Study and research 
path）。

大滝　孝治（教育学部釧路校特任講師） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月8日 教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（数学科教諭）向

け

6,000円 20人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506430号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】津波の物理とシミュレー
ション

　波及び津波の一般的な性質に関して初歩的な部分につい
て説明する。そして、自分のパソコンで津波のシミュレーショ
ンを体験し、波及び津波の理解をさらに深める。簡単なプロ
グラミングも体験する。防災は扱わない。この講習ではある
程度数式が出てくるが、微積分は使わず説明する予定であ
る。
　講習にはあらかじめ指示するフリーソフトのインストールを
施されたノートパソコン（WindowsかLinux）を用意しておく必
要がある。インストールにはある程度パソコンの知識が必要
であり、早めに準備しておく必要がある。

中川　雅仁（教育学部釧路校教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校・高等学
校（理科教諭）向

け
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506431号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】子どもの読書活動推進

子どもと読書をめぐる現状をふまえながら、学びの基盤とな
る読書の意義について理解を深め、生涯にわたる読書習慣
の形成のために必要な読書教育のあり方について考察する
とともに、子どもと読書を結ぶ具体的な方法を学ぶ。

髙木　真美（釧路短期大学　生活科学科講師） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月9日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学

校教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506432号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】正倉院宝物と古代の日本

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

中村　太一（教育学部釧路校教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月9日 教諭

小学校教諭，中
学校（社会科教
諭）・高等学校

（地歴科教諭）向
け

6,000円 20人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506433号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】「音楽文化の理解」と「西
洋音楽史」

平成20年改訂の学習指導要領（中学校）から音楽科の教科
目標に「音楽文化の理解」が加わり、それ以来、鑑賞領域の
みならず表現領域でも音楽文化的な理解を伴った授業展開
が求められています。このことはその親学問である音楽学
的な知見や視点が重要になっていることを意味します。本講
座では、音楽学の主要領域である音楽史（西洋）を、最新の
知見も交え音源、映像を視聴しながらブラッシュアップしてゆ
きます。

小野　亮祐（教育学部釧路校准教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月9日 教諭

中学校・高等学
校（音楽科教

諭），その他の教
科担当で音楽を
生かそうとする教

諭向け

6,000円 20人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506434号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】作物の歴史～野生植物
から組換DNA（ゲノム編集）作物
まで～

人類は野生植物を長い年月をかけて育成して今日の作物と
しました。まず、このような作物の歴史を概説します。次に各
論として、組換ＤＮＡ作物（ゲノム編集を含む）の作出方法
と、アイヌの人たちにとって重要な食材であるギョウジャニン
ニクについて、栽培化の具体例として日本各地の試みを紹
介します。

田丸　典彦（教育学部釧路校非常勤講師） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 30人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506435号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.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
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北海道教育大学
【選択】小学校外国語活動・外国
語科における指導法

小学校においては英語でインプットを与えることの重要性が
一層増しています。本講習では，児童にとって理解可能なイ
ンプットのあり方について考えていきます。（本講習は英会
話そのものを学ぶものではありません。）また，学習指導要
領に準拠したテキストの特徴を分析し，受講者同士のディス
カッションを通して，小学校における指導上の課題と解決策
についても考えていきます。また，小中高連携の観点から小
学校以外の教諭も対象とします。

堀田　誠（教育学部釧路校准教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月10日 教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（英語科教諭），
特別支援学校教

諭向け

6,000円 20人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506436号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】合唱をソルフェージュにつ
なげる

合唱はソルフェージュ能力を高めるための練習として有効で
す。音高の認識、和音の把握、拍子やリズムの表現を、合
唱を通して身に付ける方法を学びます。そのために必要な
練習曲は配布資料として用意します。

二橋　潤一（教育学部釧路校非常勤講師） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月10日 教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（音楽科教諭）向

け

6,000円 20人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506437号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】多文化共生社会における
教育

国際化が進む日本における多文化共生教育について取り
上げ、今後どのように対応するべきかについて考えることを
目標にします。内容は、
1.これまでの日本における外国人受け入れ政策
2.外国人の子どもに対する教育の現状
3.諸外国における移民の子どもに対する教育
からなっています。先行して移民の受け入れを進めている
諸外国の事例を通して、多文化共生教育がこれからどうあ
るべきについて考察します。

田中　達也（釧路公立大学　経済学部准教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 30人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506438号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】統計学の初歩

ある母集団から無作為抽出した標本に基づき統計量を求め
ることで、母集団分布の傾向をある程度把握することができ
る。
そこで、本講習では、標本抽出実験等を含む講義を通して、
統計学の初歩的な内容の理解を深めていただく。

関谷　祐里（教育学部釧路校教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月11日 教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（数学科教諭）向

け

6,000円 20人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506439号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】化石でたどる北海道のお
いたち

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

松原　尚志（教育学部釧路校准教授） 北海道帯広市 6時間 令和2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
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506440号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】道徳性の発達を生かした
学級経営

道徳性を発達という視点（道徳性の認知発達論）から捉え、
その特徴を理解するとともに、小学校児童及び中学校生徒
の道徳性の実態に応じた授業づくりや指導助言の在り方等
について、実習をもとに考察し、自分たちの学級経営に生か
すことを目的とした内容。

楜澤　実（教育学部釧路校准教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年12月12日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭向け

6,000円 30人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506441号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】倫理学の基本とその活用
法～道徳的善悪について建設的
に議論するために～

一般社会において倫理的・道徳的善悪は主観的感情の投
げつけ合いのようなものとして理解されることも多く、不毛な
議論にすぎないように思われることもしばしばである。しか
し、哲学およびその一分野である倫理学（道徳哲学）の基本
的知見によると、道徳的善悪に対しては一定程度の合理的
思考・議論が可能であり、それを踏まえることで話し合いを
生産的で有益なものとすることが可能である。本講習では倫
理学の基本的知見を初学者向けに整理しつつ、公民的分
野の授業の中で道徳的善悪について建設的に議論するた
めのポイントを紹介する。

南　翔一朗（教育学部釧路校講師） 北海道帯広市 6時間 令和2年12月12日 教諭

小学校教諭，中
学校（社会科教
諭）・高等学校

（公民科教諭）向
け

6,000円 20人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506442号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.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
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北海道教育大学
【選択】生化学から見る小中学校
理科

中学校までで扱う「消化」は，三大栄養素がそれぞれ「ブドウ
糖」「アミノ酸」「脂肪酸・モノグリセリド」に分解されるところで
話が終わります。しかし，これはほんの入口で，そこから先
の反応を知ることで，生命についての理解を深めることがで
きます。本講習に実験はありませんが，化学式はできるだけ
用いずに，代謝の仕組みについてご紹介します。そして，理
科と「総合的な学習の時間」との関連について考えていきま
す。

森　健一郎（大学院教育学研究科教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年12月12日 教諭
小学校教諭，中
学校（理科教諭）

向け
6,000円 20人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506443号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】コミュニケーションでことば
とこころを磨く

「教室で学習する」「教室で読む」という行為について考えて
いきたい。そこには必ず他者が存在する。他者との関わりが
あるからこそ、「学習」、そして「読み」が広がり、深まるので
ある。国語科教材を対象に受講者同士のコミュニケーション
を通して、ことばとこころが磨かれていくことを実感させた
い。

佐野　比呂己（教育学部釧路校教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年12月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 40人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506444号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】GeoGebra入門

新学習指導要領において、小学校、中学校、高等学校のい
ずれにおいても、コンピュータの活用が多く取り上げられて
いる。本講習では図形の処理に優れる数学ソフトウェアの
「GeoGebra」の入門的な講習を行う。講習では、処理系の導
入、初等幾何的および解析幾何的な作図の方法、画像とし
ての保存方法を扱い、統計的内容や空間図形の扱いにも
触れる。

和地　輝仁（教育学部釧路校教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年12月13日 教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（数学科教諭）向

け

6,000円 20人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506445号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】消費者教育の理論と方法

消費者教育についての理論と主に中学校・高等学校の家庭
科における消費者教育の実践について講義を行う。前半
は、消費者問題の歴史、学習指導要領における消費者教
育、消費者教育推進法における消費者市民社会実現のた
めの消費者教育について講義を行う。後半は、授業実践の
実際について、教材等を用いて解説を行う。

鎌田　浩子（教育学部釧路校教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年12月13日 教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（家庭科教諭）向

け

6,000円 20人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506446号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】子どもの絵の読み方と支
援の仕方

心身の発達段階を理解することは，子どもが抱える課題を
把握し，それに応じた適切な指導を行うのに必要である。た
だ，表現発達は心身の発達と共に興味・関心，生活体験等
の違いによる個人差も存在する。したがって，指導者は知覚
の型や気質の理解に重点をおいて，その子なりの表現がで
きるように支援することが大切である。授業では表現の発達
段階と共に，ローウェンフェルド等の教育内容から具体的な
支援法を学ぶ。なお，心のバリアフリーを含む講習内容と
なっている。

橋本　忠和（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年7月18日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506447号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】子どもの絵の読み方と支
援の仕方

心身の発達段階を理解することは，子どもが抱える課題を
把握し，それに応じた適切な指導を行うのに必要である。た
だ，表現発達は心身の発達と共に興味・関心，生活体験等
の違いによる個人差も存在する。したがって，指導者は知覚
の型や気質の理解に重点をおいて，その子なりの表現がで
きるように支援することが大切である。授業では表現の発達
段階と共に，ローウェンフェルド等の教育内容から具体的な
支援法を学ぶ。なお，心のバリアフリーを含む講習内容と
なっている。

橋本　忠和（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月12日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 40人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506448号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】魯迅と日本

　日本の中学国語教科書に必ず載っている魯迅は、日本に
長く留学していた。その思い出を書いた「藤野先生」は、高
校国語教科書に載っている。この魯迅の漢詩や日本語で書
いた文章などにもふれ、全容を把握する。何と実は当地函
館にも縁があることを初めて紹介する。

木村　哲也（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年7月18日 教諭
中・高（国語）教

諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506449号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学 【選択】魯迅と日本

　日本の中学国語教科書に必ず載っている魯迅は、日本に
長く留学していた。その思い出を書いた「藤野先生」は、高
校国語教科書に載っている。この魯迅の漢詩や日本語で書
いた文章などにもふれ、全容を把握する。何と実は当地函
館にも縁があることを初めて紹介する。

木村　哲也（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月12日 教諭
中・高（国語）教

諭
6,000円 40人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506450号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】新聞から学ぶ地方自治：
北海道新幹線･新函館北斗駅を
めぐる政治思想

北海道新幹線・新函館北斗駅が建設された。しかし、この整
備新幹線が札幌まで延長された暁には、道南地域における
衰退が加速される。この問題は地方自治の問題と関連して
いる。本講義では主として新聞記事を題材にしながらその議
論過程を再検討する。また、この問題は公共交通の存在形
式とも関連している。時間があれば、欧州の新幹線につい
ても言及する。教材は講師が準備する。

田村　伊知朗（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年7月18日 教諭
中（社会）・高（地
歴・公民）教諭

6,000円 10人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506451号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】新聞から学ぶ地方自治：
北海道新幹線･新函館北斗駅を
めぐる政治思想

北海道新幹線・新函館北斗駅が建設された。しかし、この整
備新幹線が札幌まで延長された暁には、道南地域における
衰退が加速される。この問題は地方自治の問題と関連して
いる。本講義では主として新聞記事を題材にしながらその議
論過程を再検討する。また、この問題は公共交通の存在形
式とも関連している。時間があれば、欧州の新幹線につい
ても言及する。教材は講師が準備する。

田村　伊知朗（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月12日 教諭
中（社会）・高（地
歴・公民）教諭

6,000円 10人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506452号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】基礎から学ぶ発達障害の
理解と支援

自閉症スペクトラム（ASD），学習障害（LD），注意欠如／多
動性障害（ADHD）など発達障害の子どもの心理特性を理解
し，適切な指導を行うために必要と思われる基礎的な内容
について概説します。さらに，事例を通して発達障害の子ど
もの行動を心理的，教育的な視点から解釈し，個に応じた
指導について考えたいと思います。なお，心のバリアフリー
を含む講習内容となっています。

五十嵐　靖夫（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年7月18日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭，
養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506453号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】基礎から学ぶ発達障害の
理解と支援

自閉症スペクトラム（ASD），学習障害（LD），注意欠如／多
動性障害（ADHD）など発達障害の子どもの心理特性を理解
し，適切な指導を行うために必要と思われる基礎的な内容
について概説します。さらに，事例を通して発達障害の子ど
もの行動を心理的，教育的な視点から解釈し，個に応じた
指導について考えたいと思います。なお，心のバリアフリー
を含む講習内容となっています。

五十嵐　靖夫（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月12日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭，
養護教諭

6,000円 30人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506454号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】幼児・児童(低学年)の知
的好奇心をかき立てる不思議教
材の製作

幼児(幼稚園児)や児童(低学年)に対して、場所を選ばず、安
価で安全に且つ簡便に行える「知的好奇心の喚起」の方法
について、具体的な教材・教具の作成と演習を通して理解を
深める。本講習は、幼児・児童達に作らせる教材の紹介で
は無く、教員自身が指導に際して利用するための教材・教
具を作成し、その使い方の演習を行うことを目的としてい
る。

阿部　二郎（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年7月18日 教諭
幼稚園教諭、保
育教諭、小学校

教諭
6,000円 10人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506455号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】幼児・児童(低学年)の知
的好奇心をかき立てる不思議教
材の製作

幼児(幼稚園児)や児童(低学年)に対して、場所を選ばず、安
価で安全に且つ簡便に行える「知的好奇心の喚起」の方法
について、具体的な教材・教具の作成と演習を通して理解を
深める。本講習は、幼児・児童達に作らせる教材の紹介で
は無く、教員自身が指導に際して利用するための教材・教
具を作成し、その使い方の演習を行うことを目的としてい
る。

阿部　二郎（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年7月19日 教諭
幼稚園教諭、保
育教諭、小学校

教諭
6,000円 10人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506456号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】幼児・児童(低学年)の知
的好奇心をかき立てる不思議教
材の製作

幼児(幼稚園児)や児童(低学年)に対して、場所を選ばず、安
価で安全に且つ簡便に行える「知的好奇心の喚起」の方法
について、具体的な教材・教具の作成と演習を通して理解を
深める。本講習は、幼児・児童達に作らせる教材の紹介で
は無く、教員自身が指導に際して利用するための教材・教
具を作成し、その使い方の演習を行うことを目的としてい
る。

阿部　二郎（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年8月8日 教諭
幼稚園教諭、保
育教諭、小学校

教諭
6,000円 10人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506457号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】幼児・児童(低学年)の知
的好奇心をかき立てる不思議教
材の製作

幼児(幼稚園児)や児童(低学年)に対して、場所を選ばず、安
価で安全に且つ簡便に行える「知的好奇心の喚起」の方法
について、具体的な教材・教具の作成と演習を通して理解を
深める。本講習は、幼児・児童達に作らせる教材の紹介で
は無く、教員自身が指導に際して利用するための教材・教
具を作成し、その使い方の演習を行うことを目的としてい
る。

阿部　二郎（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月12日 教諭
幼稚園教諭、保
育教諭、小学校

教諭
6,000円 10人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506458号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】コミュニケーションの心理
学

コミュニケーションに関する心理学上のバーバルコミュニ
ケーション、ノンバーバルコミュニケーションなどに関する一
般理論、発声方法、表現方法などを学んだ上で、自己のコ
ミュニケーションについて検討する。講習では、座学だけで
なく、コミュニケーションに関する簡単な実験やスキルアップ
のための練習を行う。

今在　慶一朗（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 12時間
令和2年7月18日～
令和2年7月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 10人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506459号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】コミュニケーションの心理
学

コミュニケーションに関する心理学上のバーバルコミュニ
ケーション、ノンバーバルコミュニケーションなどに関する一
般理論、発声方法、表現方法などを学んだ上で、自己のコ
ミュニケーションについて検討する。講習では、座学だけで
なく、コミュニケーションに関する簡単な実験やスキルアップ
のための練習を行う。

今在　慶一朗（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 12時間
令和2年8月9日～
令和2年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 10人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506460号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】コミュニケーションの心理
学

コミュニケーションに関する心理学上のバーバルコミュニ
ケーション、ノンバーバルコミュニケーションなどに関する一
般理論、発声方法、表現方法などを学んだ上で、自己のコ
ミュニケーションについて検討する。講習では、座学だけで
なく、コミュニケーションに関する簡単な実験やスキルアップ
のための練習を行う。

今在　慶一朗（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 12時間
令和2年12月12日～
令和2年12月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 10人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506461号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】子どものよさを引き出す絵
画表現の技法

子どもたちの良さを引き出し，個々が自信を持って自己の感
性を豊かに表現できるような授業を絵画表現において実践
するために，それに必要なモダンテクニック等の絵画表現の
基礎的な技法を身につけるとともに，教科書の題材を参考
に子どもの主体的な表現活動を引き出す，具体的な指導の
手立てを学ぶ。なお，心のバリアフリーを含む講習内容と
なっている。

橋本　忠和（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年7月19日 教諭
幼，小，中・高（美

術）教諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506462号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】子どものよさを引き出す絵
画表現の技法

子どもたちの良さを引き出し，個々が自信を持って自己の感
性を豊かに表現できるような授業を絵画表現において実践
するために，それに必要なモダンテクニック等の絵画表現の
基礎的な技法を身につけるとともに，教科書の題材を参考
に子どもの主体的な表現活動を引き出す，具体的な指導の
手立てを学ぶ。なお，心のバリアフリーを含む講習内容と
なっている。

橋本　忠和（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月13日 教諭
幼，小，中・高（美

術）教諭
6,000円 40人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506463号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】源氏物語関連本を読む

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

木村　哲也（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年7月19日 教諭
中・高（国語）教

諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506464号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.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
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種
主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

北海道教育大学
【選択】子どもが伸びる算数授業
づくり

これまでの算数授業を見直し、授業を改善していくきっかけ
をつかむことを目的とする。これからの算数授業では、基礎
的・基本的な知識、技能の定着の上に、思考力・判断力・表
現力や学びに向かう力・人間性等の育成が求められてい
る。全国学力・学習状況調査の結果を基に現状の課題を把
握し、子どもの実態から具体的な算数授業づくりについて考
究する。

石井　洋（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年7月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506465号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】子どもが伸びる算数授業
づくり

これまでの算数授業を見直し、授業を改善していくきっかけ
をつかむことを目的とする。これからの算数授業では、基礎
的・基本的な知識、技能の定着の上に、思考力・判断力・表
現力や学びに向かう力・人間性等の育成が求められてい
る。全国学力・学習状況調査の結果を基に現状の課題を把
握し、子どもの実態から具体的な算数授業づくりについて考
究する。

石井　洋（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 25人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506466号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】よりよい人間関係を育む
学級経営－行動分析学に基づく
ポジティブ支援－

子ども達が豊かで充実した学級・学校生活を送るためには、
学級経営の充実を図り、よりよい人間関係を育むことが重
要である。そこで本講習では、これからの時代に求められる
学級経営の在り方について考え、よりよい人間関係を育む
学級経営の一つの方法論として行動分析学の考え方に基
づくポジティブな指導や支援の在り方について学習する。受
講者は、学習したことをもとに、よりよい学級集団を育成する
取組について考える。

杉本　任士（大学院教育学研究科准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年7月19日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506467号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】よりよい人間関係を育む
学級経営－行動分析学に基づく
ポジティブ支援－

子ども達が豊かで充実した学級・学校生活を送るためには、
学級経営の充実を図り、よりよい人間関係を育むことが重
要である。そこで本講習では、これからの時代に求められる
学級経営の在り方について考え、よりよい人間関係を育む
学級経営の一つの方法論として行動分析学の考え方に基
づくポジティブな指導や支援の在り方について学習する。受
講者は、学習したことをもとに、よりよい学級集団を育成する
取組について考える。

杉本　任士（大学院教育学研究科准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月13日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 40人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506468号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】地域福祉の見方・考え方

近年、子どもを中心にすえた学校と地域の連携が求められ
るようになりました。学校と地域とが目標を共有し子どもの
生きる力をはぐくむことで、地域活力も向上することが期待さ
れています。そこで、身近な地域課題を意識しながら、それ
を自分たちのできることで解決できる工夫について、具体的
な方法（コミュニティ・ソーシャルワークの手法等）を紹介して
みたいと思います。なお、心のバリアフリーを含む講習内容
となっています。

齋藤　征人（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506469号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】国語辞典を読む

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

木村　哲也（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年8月8日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506470号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】国語辞典を読む

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

木村　哲也（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月13日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506471号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学 【選択】葛藤解決のための心理劇

児童・生徒、職員、保護者との間で生じる対人葛藤の解決
方法について検討する。受講生は自分たちが経験した対人
葛藤経験を報告しあい、これをテーマとした再現ロールプレ
イを行い、よりよい解決方法について提案しあい、実際に演
じてみて検討する。また、本講習での活動を、総合学習・道
徳・家庭科の時間に自ら指導できるようになることを目指す
（座学よりもグループワーク中心です。対人不安が強い方の
受講は勧められません。）。

今在　慶一朗（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 14人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506472号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】英語児童文学の世界

　本講習では、マザーグースや児童向きの詩、ファンタジー
文学など、英語児童文学作品を取り上げる。英語児童文学
を通して、英語科の学習指導における教育内容の学問的背
景とともに、教育における幅広い教養の意義を探求し、現代
的教育課題の解決能力の向上を図る。

星野　立子（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中・高（英語）教

諭
6,000円 10人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506473号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】コンパスと定規でできるこ
と，できないこと

中学校、高等学校数学科の幾何分野で扱う、コンパスと定
規を用いた作図の問題について理解を深めることを目標に
する。
長さ1の線分が与えられたときにどのような長さの線分が作
図可能かを考察することで、正5角形などが作図可能である
こと、2次方程式の解が作図で求められることなどを確かめ
る。一方、ギリシャの三大作図問題(角の三等分、立方体倍
積、円の正方化)は定規とコンパスでは不可能なことを説明
する。

青木　昌雄（教育学部函館校講師） 北海道函館市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中・高（数学）教

諭
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506474号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】幼児を育てる保護者の心
理とカウンセリング

幼児を育てる保護者（主に母親）とのより良い人間関係を形
成するために，以下の3つの点から学習する。（１）援助者
（教師）としての自己理解，（２）幼児を育てる保護者の心理
に関する講義，（３）保護者との個別の話し合いで活用でき
るカウンセリング技法に関する講義と演習。なお，心のバリ
アフリーを含む講習内容となっている。

本田　真大（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 18時間
令和2年8月8日～
令和2年8月10日

教諭
幼稚園教諭，保

育教諭
18,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506475号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】文字式と方程式領域にお
ける数学的活動を目指した教材
研究

方程式は小学6年生比例に萌芽が現れ中学校１年生１次方
程式から高等学校高次方程式まで順次学んでいく。そこで
はすでに方程式として表現された等式が満たす「未知数の
値」を発見する方法を見いだすことを学習・訓練する一方、
現実の問題に方程式を適用するためには解くべき方程式を
見いだす技能が必須である。本講座ではこの部分を強く意
識しながら文字式の導入や方程式の授業での工夫を教材
研究と模擬授業作りを通して検討する。

池田　正（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 18時間
令和2年8月8日～
令和2年8月10日

教諭
小、中・高（数学）

教諭
18,000円 12人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506476号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】地域と経済

小学校学習指導要領（平成29年告示）解説社会編から現代
の地域社会の経済現象に対する基本的な考え方について
解説する。第3学年の目標及び内容から，「販売の仕事は，
消費者の多様な願いを踏まえ売り上げを高めるよう，工夫し
て行われていることを理解すること」，第5学年の目標及び内
容から，「大量の情報や情報通信技術の活用は，様々な産
業を発展させ，国民生活を向上させていることを理解するこ
と」ほかを取り上げる。

加藤　晃（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 12時間
令和2年8月8日～
令和2年8月9日

教諭 小学校教諭 12,000円 10人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506477号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】教育分野における国際協
力の現状

多くの開発途上国では、教育へのアクセスが達成され、次な
る目標として教育の質的改善に向けた動きが活発化してい
る。本講習では、これまでの国際教育協力の変遷を概観し、
日本の協力の現状を理解することを目的とする。中でも、開
発途上国が注目している日本の授業研究や理数科教育等
に着目し、その技術協力の成果や課題について解説する。
また、開発途上国の現状を伝えるための教材について、
ワークショップ形式で紹介する。

石井　洋（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月13日 教諭 全教諭 6,000円 25人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506478号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】映像教材の活用レシピ－
学ぶ力と意欲を支援する－

私たちの生活は、毎日多様な映像情報に囲まれています。
新聞・雑誌のグラビアからスマホのニュースまで、文字情報
だけの記事はほぼありません。大人から子供まで、情報を
適切に受け取り活用する力が必要です。映像教材は、適切
に組み合わせることで効果が期待できる一方、情報の意図
的な操作も可能になります。そうした映像教材の特性をふま
えて、ワークショップ形式で、「深い」学びを導く手だてを探り
ます（食、健康の問題も含む）。なお、心のバリアフリーを含
む講習内容となっています。

山口　好和（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 12時間
令和2年8月8日～
令和2年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 16人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506479号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】身の回りでみられる蛍光
について観察・実験を通して理解
を深める

様々なところで蛍光が利用されているにもかかわらず、小中
高の現場でそれを取り上げている例が少ない。そこで身の
回りでどのように蛍光が利用されているかを学ぶとともに、
身の回りの蛍光物質の確認、有機蛍光物質の簡便な合成
などを行いながら教材としての利用を模索する。

中村　秀夫（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小，中・高（理科）

教諭
6,000円 10人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506480号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】昔話の背後を読む

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

高橋　修（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小，中・高（国語）

教諭
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506481号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】改定常用漢字表の諸問
題

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

木村　哲也（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年8月9日 教諭
中・高（国語）教

諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506482号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】児童（高学年）の知的好
奇心をかき立てる不思議工作の
指導法

児童(高学年)に対する、図画工作での製作題材、理科での
理科工作題材、総合的な学習の時間や特別活動の時間で
の学習題材等として、場所を選ばず、特殊な設備や道具・工
具も必要とせず、安価で安全に且つ比較的容易に「知的好
奇心の喚起」ができる製作題材(工作題材)を紹介する。本
講習では、「指導の際の見本事例」とするための教材・教具
を教員自身が製作し、指導に際しての留意点について演習
を通して確認する。

阿部　二郎（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年8月9日 教諭 小学校教諭 6,000円 10人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506483号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】児童（高学年）の知的好
奇心をかき立てる不思議工作の
指導法

児童(高学年)に対する、図画工作での製作題材、理科での
理科工作題材、総合的な学習の時間や特別活動の時間で
の学習題材等として、場所を選ばず、特殊な設備や道具・工
具も必要とせず、安価で安全に且つ比較的容易に「知的好
奇心の喚起」ができる製作題材(工作題材)を紹介する。本
講習では、「指導の際の見本事例」とするための教材・教具
を教員自身が製作し、指導に際しての留意点について演習
を通して確認する。

阿部　二郎（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年8月10日 教諭 小学校教諭 6,000円 10人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506484号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】児童（高学年）の知的好
奇心をかき立てる不思議工作の
指導法

児童(高学年)に対する、図画工作での製作題材、理科での
理科工作題材、総合的な学習の時間や特別活動の時間で
の学習題材等として、場所を選ばず、特殊な設備や道具・工
具も必要とせず、安価で安全に且つ比較的容易に「知的好
奇心の喚起」ができる製作題材(工作題材)を紹介する。本
講習では、「指導の際の見本事例」とするための教材・教具
を教員自身が製作し、指導に際しての留意点について演習
を通して確認する。

阿部　二郎（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月13日 教諭 小学校教諭 6,000円 10人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506485号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】子どもたち一人一人に応
じた器械運動の指導法…授業形
態

　体力・運動能力にかかる今日的な児童の実態について理
解するとともに、その課題を解決するための体育科の学習
指導法の在り方について検討する。とりわけ、小学校におけ
る器械運動の運動技能習得のポイントについて授業形態を
通して理解するとともに、子どもたち一人一人が自発的に運
動に取り組むために必要な学び方の指導の在り方について
理解を深める。

小松　一保（教育学部函館校特任教授） 北海道函館市 6時間 令和2年8月10日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506486号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】子どもたち一人一人に応
じた器械運動の指導法…授業形
態

　体力・運動能力にかかる今日的な児童の実態について理
解するとともに、その課題を解決するための体育科の学習
指導法の在り方について検討する。とりわけ、小学校におけ
る器械運動の運動技能習得のポイントについて授業形態を
通して理解するとともに、子どもたち一人一人が自発的に運
動に取り組むために必要な学び方の指導の在り方について
理解を深める。

小松　一保（教育学部函館校特任教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月13日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506487号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】日本の戦後詩を読む

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

木村　哲也（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年8月10日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506488号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】初心者のための剣道

本講座では，武道としての剣道文化の特性に触れ，剣道の
基本的な技術や礼法・所作を体得する。また，剣道着・袴・
防具の着装の仕方などについても，実践を通して学ぶことを
目的とする。

吉村　功（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年8月10日 教諭

小，中・高（体育
担当）教諭（ただ
し，剣道未経験
者・初心者に限

る）

6,000円 10人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506489号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】学校における児童虐待の
対応

わが国の虐待対応システムの中で学校の役割が明確に位
置づけられ、その役割が一層強調されています。そこで、児
童虐待について、その基本的理解を確認し、児童虐待の予
防や支援に関して解説した上で、虐待対応における学校の
役割やアプローチ、課題について理解するために、教員の
虐待対応事例を用いて検討していきます。講義とともに小グ
ループでの討議も取り入れる予定です。なお、心のバリアフ
リーを含む講習内容となっています。

中村　直樹（教育学部函館校講師） 北海道函館市 6時間 令和2年8月10日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 20人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506490号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】学校における児童虐待の
対応

わが国の虐待対応システムの中で学校の役割が明確に位
置づけられ、その役割が一層強調されています。そこで、児
童虐待について、その基本的理解を確認し、児童虐待の予
防や支援に関して解説した上で、虐待対応における学校の
役割やアプローチ、課題について理解するために、教員の
虐待対応事例を用いて検討していきます。講義とともに小グ
ループでの討議も取り入れる予定です。なお、心のバリアフ
リーを含む講習内容となっています。

中村　直樹（教育学部函館校講師） 北海道函館市 6時間 令和2年12月12日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 20人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506491号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学 【選択】幼児の音楽表現

本講習は、幼児が自然につぶやいている歌を、教師が一つ
の作品とすることを想定した「歌づくり」について、また、楽器
を使った簡単なリズム遊びについて学び、それらを土台とし
た音楽劇を即興的につくることを目的とする。これは大掛か
りな劇づくりではなく、普段、幼児がしている、ごっこ遊びを
少し展開させた簡単なものを想定し、幼児の創造的な音楽
表現を助長するための技術の習得を目指す。

長尾　智絵（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月12日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 15人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506492号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】言語学習における動機づ
けとエンゲージメントを高める方
法

これまでの第二言語習得論で扱われている動機づけ理論
やエンゲージメント（活動に積極的に関われ、深く意味のあ
る学習に集中できること）の枠組みを振り返り、受講者が
日々の英語教育の実践で活用できる方法を見つけ出す。

菅原　健太（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月12日 教諭
中・高（英語）教

諭
6,000円 25人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506493号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】幸福と経済

経済的な選択や意思決定においては，効率性を追求するこ
とが目指されるが，それは所得の分配などの公平性や公正
さを必ずしももたらすものとはならないこと，逆に公平性や公
正さの観点だけでは資源の配分が非効率になり，経済発展
を阻害することもあり，現実の経済においてはこのような効
率性と公平性や公正さとの間の矛盾，対立を調整すること
が要請されていること，について取り上げる。

加藤　晃（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 12時間
令和2年12月12日～
令和2年12月13日

教諭
中（社会）、高（公

民）教諭
12,000円 10人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506494号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】「プログラミング的思考」を
育む教材作成ワークショップ

新学習指導要領では学力の基盤に「情報活用能力」を位置
づけています。また環境に応じて適切な題材で「プログラミン
グ的思考」を育むことも目指されています。本講習では、全
国の「情報教育」事例からエッセンスを探りつつ、状況に応じ
た学習環境の工夫や、身近な道具で廉価に実現できる「プ
ログラミング的思考」の育成方法を実技形式で学びます。受
講生間の交流から次世代の「生きる力」についても議論しま
す（食、健康の問題も含む）。なお、心のバリアフリーを含む
講習内容となっています。

山口　好和（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 12時間
令和2年12月12日～
令和2年12月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 12人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506495号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】校内研修のあり方

子どもたちの資質・能力を向上させるために、教員個々の授
業改善が求められている。その改善を共有し、テーマを実現
するために組織的な校内研修の推進が大切になる。ところ
が、学校の実態に応じ、多様な校内研修が展開されてい
る。そこで、各自の体験を交流しながら、適切に意欲的に授
業改善につながる「校内研修のあり方（進めるための方
法）」を探っていく。

中村　吉秀（大学院教育学研究科特任教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506496号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】全国学力調査と言語活動
型授業をつなげる

現行学習指導要領が求める言語活動型の授業が要請され
る背景と学力調査を中心とした近年の国語科教育に関わる
教育施策資料を検討することを通して、授業内容や方法に
ついての知見を得る。なお、検討する資料の関係上、主に
小中学校の国語科教育に関する事柄を扱う。

内藤　一志（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月13日 教諭
小，中（国語）教

諭
6,000円 20人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506497号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】実験・観察を通して放射
線・放射能について理解を深める

放射線教育に利用できる実験教材を中心に、講義と実験を
行います。霧箱、ガイガーカウンタでの計測、除染のモデル
実験、照射ラジカルの観測、アルファー線の影響を見る実験
などを行います。

中村　秀夫（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月13日 教諭
小，中・高（理科）

教諭
6,000円 10人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506498号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】触媒を利用した教材開発

規則的な細孔構造を持ち，イオン交換能と固体酸性を有す
るゼオライトを主題に，分子模型の作製，イオン交換の実
験，プロトン型ゼオライトを用いた蛍光色素やエチレンの合
成を行い，教材としての有用性を理解する。光触媒や導電
性高分子の実験を通じ，教材開発のスキル向上を目指す。

松橋　博美（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 令和2年12月13日 教諭
中・高（理科）教

諭
6,000円 24人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506499号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】子どもの健康と親の生活
習慣～医療・栄養・運動のビッグ
データから～

わが国では、世界に先駆けて超高齢社会に直面している
が、高齢化の問題は、働き世代の生活・運動習慣から影響
しており、その世代の子どもの健康にも影響することが考え
られている。本講習では、日本国内で公開されている医療・
栄養・運動データ、および岩見沢市における医療・介護・健
康のビッグデータを用いて、子供の健康と親の生活習慣に
関する現状と課題について講義を行う。

鈴木　哲平（教育学部岩見沢校講師）
北海道岩見沢
市

6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506500号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】日本の伝統楽器「箏」を通
して日本の音文化の特徴を体験
しよう

一人一面の箏を使用しながら、日本の音文化の特徴を体験
的に学習します。箏の基本的奏法の確認、簡単な楽曲の演
奏、箏での音楽づくりの方法、箏独特の奏法の体験的学習
を行います。

尾藤　弥生（教育学部岩見沢校教授）
北海道岩見沢
市

6時間 令和2年8月8日 教諭
幼，小，中・高（音

楽）教諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506501号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】子どもの体力問題を考え
る～栄養・体力・性差を中心に～

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

鈴木　淳一（教育学部岩見沢校教授）
森田　憲輝（教育学部岩見沢校教授）
寅嶋　静香（教育学部岩見沢校准教授）

北海道岩見沢
市

6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小，中・高（保健
体育）教諭，養護
教諭，栄養教諭

6,000円 50人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506502号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】サッカー指導の理論と実
践

　学習指導要領において、サッカーは球技のゴール型に分
類されている。しかしながら、バスケットボールやハンドボー
ル等とは異なり、サッカーは球を脚で扱うという特性上、そ
の指導が難しい。
　そこで本講習では、サッカー指導に関する効果的なフィー
ドバックについての理論、および具体的な指導法の考え方と
実践方法について解説する。

越山　賢一（教育学部岩見沢校教授）
安部　久貴（教育学部岩見沢校准教授）

北海道岩見沢
校

6時間 令和2年8月8日 教諭
小，中・高（保健

体育）教諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506503号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】音楽史探訪と中世作曲技
法からの創作へのヒント

西洋文化のなかで音楽がどのように形成され特性を持って
いったかを、音楽史の比較的初期の状況から紹介していく。
また、相対化を図ることも含め、日本音楽の特徴などを、雅
楽を中心に紹介し、その文化的背景やそれに由来する理論
などを紹介する。一方、実習的内容として、ヨーロッパ中世
における作曲の技法を応用した、比較的簡易な作曲の方法
を体験する。

南　聡（教育学部岩見沢校教授）
北海道岩見沢
市

6時間 令和2年8月9日 教諭
小 , 中・高（音楽）

教諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506504号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】美術教科から見た映像表
現とその歴史

指導要領の美術教育（絵画、デザイン）に含まれる「映像メ
ディア表現」について、基本知識について論じます。主な内
容は、映像メディアと表現の歴史（映画の発明と、各時代に
おける表現の展開）、従来の美術などとの関わり（絵画への
影響、実験映画やビデオアート等の「映像アート」）などにつ
いて、講義と作品の鑑賞を中心に行います。

伊藤　隆介（教育学部岩見沢校教授）
北海道岩見沢
市

6時間 令和2年8月9日 教諭
中・高（美術・工

芸）教諭
6,000円 50人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506505号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】自然体験活動指導者の
安全管理

より良い自然体験活動を提供するためには、指導者の高い
指導力が求められる。その中でも、安全に活動を提供する
ためには、指導者の安全管理能力向上が求められる。この
講習では、指導者として必要な安全管理について、リスクマ
ネジメントの理論を学び、リスクを見抜く力を磨く演習などを
取り入れ、活動中のリスクマネジメント能力を高めることを目
的とする。

濱谷　弘志（教育学部岩見沢校准教授）
北海道岩見沢
市

6時間 令和2年8月9日 教諭
幼，小，中，高教

諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506506号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】成長期における運動能力
の発達を促す指導

子どもへの運動指導にあたっては、指導に携わる教師が多
様な科学的理論に精通しているとともに、それらを子どもの
実態に応じて実践現場で合理的に応用できる力量形成が
重要となる。本講習では、幼児・児童・生徒の発育発達段階
や運動特性、運動スキルの獲得プロセスについて解説し、
適切な運動計画の策定及び指導の方法についての講義・
実技をおこなう。

志手　典之（教育学部岩見沢校教授）
杉山　喜一（教育学部岩見沢校教授）
奥田　知靖（教育学部岩見沢校准教授）
小倉　晃布（教育学部岩見沢校講師）

北海道岩見沢
市

6時間 令和2年8月9日
教諭

養護教
諭

幼，小，中・高（保
健体育）教諭，特
別支援学校教
諭，養護教諭

6,000円 50人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506507号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和２年度(第２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

北海道教育大学
【選択】情報とデザイン行為の観
察からデザインを考える

デジタルメディアの画面デザインを主軸としつつ、日常の中
にある様々なスイッチやメニューのデザインに広げて考察
し、デジタルメディア主流時代のユーザー体験とデザインの
重要性について考える。また教育現場にプログラミング領域
が導入されたことにより、表現教育領域におけるプログラミ
ングの活用についても実例をあげて考える。

三浦　啓子（教育学部岩見沢校准教授）
北海道岩見沢
市

6時間 令和2年12月5日 教諭
幼 , 小 , 中・高
（美術・工芸、情

報）教諭
6,000円 50人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506508号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】指揮法基礎と合奏音感基
礎

指揮をする、というパフォーマンスの基礎を考察し、多種多
様な価値観そして体の「くせ」を是正し柔軟な指揮技能向上
のための研究方法を考える。合奏音感においては、一般的
にソルフェージュと呼ばれるものの本質を考えそして掘り下
げる。音感においては、最も基本的で単純な要素をつまびら
かにし、より難易度の高い作品に携わる際にも応用できる、
本質的に高い基礎力構築を目指す。

渡部　謙一（教育学部岩見沢校准教授）
北海道岩見沢
市

6時間 令和2年12月5日 教諭
幼 , 小 , 中・高
（音楽）教諭

6,000円 30人
令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506509号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】学校教育におけるウイン
タースポーツの学習

学校体育におけるウインタースポーツの取り扱いについて
は、改訂された新学習指導要領においても、「自然との関わ
りの深いスキー、スケートや水辺活動などの指導について
は、学校や地域の実態に応じて積極的に行うことに留意す
るものとする」（中学校学習指導要領　第2章）と明記されて
いる（小学校学習指導要領についてもほぼ同様）。本講習で
は、ウインタースポーツを育んできた北海道の地域特性を踏
まえ、ウインタースポーツの現状と課題、具体的な指導法の
あり方について解説する。

小林　規（教育学部岩見沢校教授）
前田　和司（教育学部岩見沢校教授）
山本　理人（教育学部岩見沢校教授）

北海道岩見沢
市

6時間 令和2年12月5日 教諭
小，中・高（保健

体育）教諭
6,000円 40人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506510号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【選択】表現の多様性

ソナチネを例にソナタ形式の講義を行う。また、受講者に課
題の曲を演奏してもらい、教師のピアノ演奏による音楽鑑賞
教育の可能性を考える。20世紀以降に拡張された多様なピ
アノ表現を鑑賞したうえで、演奏を経験する。そのことによ
り、ピアノ表現だけでなく、創作の原点になるマインドを捉え
る事と、鑑賞教材として教科書に取り入れられている現代音
楽への理解を目指す。

野呂　佳生（教育学部岩見沢校教授）
松永　加也子（教育学部岩見沢校教授）

北海道岩見沢
市

6時間 令和2年12月6日 教諭
小 , 中・高（音楽）

教諭
6,000円 30人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506511号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】作品鑑賞手法と美術館利
用について

　国内外における美術作品鑑賞理論の目的や変遷を解説
し、その中から主な鑑賞教育理論を幾つか取り上げる。特
に「VTS：ヴィジュアル・シンキング・ストラテジーズ」の理論
については、具体的な鑑賞活動をグループで体験しながら、
他の鑑賞手法と比較していく。
　また、学校と連携した鑑賞教育活動の事例や、社会へとつ
ながる美術教育活動の事例を軸に、美術館を授業に取り入
れる方法を紹介する。

三橋　純予（教育学部岩見沢校教授）
北海道岩見沢
市

6時間 令和2年12月6日 教諭
幼 , 小 , 中・高
（美術・工芸）教

諭
6,000円 50人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506512号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】自然体験活動の理論と実
践

近年、社会環境の変化とともに子どもの「生きる力」の低下
が問題となっているが、「生きる力」の向上に自然体験活動
の有効性や重要性が認められている。この講座では、自然
体験活動について体験と講義を交えて理解を深め、学校に
おいて取り入れる際の理論や知識を学ぶ。

山田　亮（教育学部岩見沢校准教授）
北海道岩見沢
市

6時間 令和2年12月6日 教諭
幼，小，中，高教

諭
6,000円 30人

令和2年9月22日～
令和2年10月1日

令02-
10002-
506513号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学
【選択】はじめての数学教授学：
人類学としての数学教育学

本講習では，フランスを起源とする「数学教授学」を扱いま
す。数学教授学は，「数学的知識を普及する」という人類の
営み（つまり算数・数学教育）のしくみの解明をめざす社会
科学の一分野です。具体的な講習内容としては，数学教授
学の主な理論の一つである「教授人間学理論」を中心に，
児童・生徒の数学的活動や数学的探究を計画したり評価し
たりする際に役に立つ，いくつかの概念を解説します（例え
ば，教授学的契約，プラクセオロジー，Study and research 
path）。

大滝　孝治（教育学部釧路校特任講師） 北海道釧路市 6時間 令和2年8月10日 教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（数学科教諭）向

け

6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10002-
506514号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp

36 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

室蘭工業大学
【選択】自然人間学に基づくメンタ
ルヘルスリテラシー

自然人間学とは、森田療法の創始者である森田正馬が遺し
た言説の中から、心の健康な有り様とその実現方法に関連
したものを抽出・整理し、背景にある心観や人間観を哲学的
に洗練させつつ理論体系化したものである。本講習では、こ
の自然人間学を基礎にしたメンタルヘルスリテラシーを身に
つけることを通じて、心の健康についての理解を深め、自分
自身のみならず周囲の人々の心をも健康にできるような実
践力を養成することを目指す。

田所　重紀（教授） 北海道室蘭市 6時間 令和2年8月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10003-
504003号

0143-46-5107
https://www.muroran-
it.ac.jp/

室蘭工業大学
【選択】中学校英語の授業と共に
楽しめるアクティビティ

中学生が英語に興味を持つ楽しいアクティビティの紹介、そ
れぞれの学年で学んでいる英語のレベルに合う様々なアク
ティビティをペアーやグループで活用しながら取り込む、例え
ば、ボードゲームやパズル、ボキャブラリゲーム、リドルな
ど。

工藤　ローラ（特任准教授） 北海道室蘭市 6時間 令和2年8月29日 教諭

中学校教諭、中
学校英語教育に
関心をお持ちの

教諭

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10003-
504004号

0143-46-5107
https://www.muroran-
it.ac.jp/

室蘭工業大学 【選択】多様な環境教育

本講習は「環境問題」を広範囲に扱います。地球温暖化，生
物多様性，炭素還元社会，代替エネルギー，新エネル
ギー，リサイクル，環境浄化，SDGｓ，CSR活動などの多様
な環境問題を科学的および社会的視点から学びます。環境
教育への展開のヒントは多くありますが，教員，学校，生
徒，家庭，地域，官公庁，企業などが協働的に先進的な環
境教育を作るため，固定観念に縛られない積極的な考え方
を持っていただきたいです。また，講義内容は最新情報をも
とにアップデートされます。

安居　光國（准教授） 北海道室蘭市 6時間 令和2年7月18日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 28人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10003-
504005号

0143-46-5107
https://www.muroran-
it.ac.jp/

室蘭工業大学 【選択】放射線を正しく理解する

放射線を正しく理解するためには，多方面からのアプローチ
が必要です。この講習では，「放射線」について学ぶ際に出
てくる用語とその用例や，「放射線」に出てくる単位を正しく
理解し，放射線の物理的性質，放射線の生物学的影響，放
射線防護と日本の放射線規制に係る法体系について学び
ます。簡単な放射線計測実験を行い，理解を深めます。

髙野　英明（教授） 北海道室蘭市 6時間 令和2年7月18日 教諭
中学校・高等学
校理科系教科担

当教諭向け
6,000円 28人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10003-
504006号

0143-46-5107
https://www.muroran-
it.ac.jp/

室蘭工業大学
【選択】防災教育とストレスマネジ
メント授業

日本は自然災害が頻発する国であり、学校教育の中で様々
な身近な災害に対する備えを行う必要がある。本講義で
は、災害の特徴と危険を知り、いざというときに生き残り、そ
の後を生き抜く知識と技術を身につけるための防災教育に
関する基礎的知見を提供し、参加者とディスカッションしなが
ら、危険を避け、生き延びるための術について体験する。そ
して、災害後のストレスの心身への影響とストレス反応の特
徴とその対処を学ぶためのストレスマネジメント授業を提案
します。

前田　潤（教授） 北海道室蘭市 6時間 令和2年7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
6,000円 26人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10003-
504007号

0143-46-5107
https://www.muroran-
it.ac.jp/

室蘭工業大学
【選択】教師のためのExcelによる
事務の効率化

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

早坂　成人（助教）
石坂　徹（助教）

北海道室蘭市 6時間 令和2年8月29日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10003-
504008号

0143-46-5107
https://www.muroran-
it.ac.jp/

室蘭工業大学
【選択】「自然との共生」を教える・
考える

「自然との共生」ぬきに私たち人類がこの地球で生き延びて
いく途はない。しかし「自然」といい「共生」といい、その理解
は人により地域により、実にさまざまである。次世代の人々
にどのような「自然との共生」を教えたらよいか。総合的な学
習の時間での展開を念頭に、北海道の地域社会でしばしば
問題になるヒグマとの向き合い方を題材に考える。

亀田　正人（准教授） 北海道室蘭市 6時間 令和2年8月30日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 32人
令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10003-
504009号

0143-46-5107
https://www.muroran-
it.ac.jp/
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令和２年度(第２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

小樽商科大学
【選択】国際社会と法　―いまさら
聞けない国際関係の仕組み―

まず、国際関係に関わるルールの基本的枠組みについて
確認します。その上で，環境保護、経済連携、安全保障と
いった現代的な国際問題について、どのような点が法的に
問題となるのか、基本的な考え方はどのようなものか等に
ついて解説します。

小林　友彦（商学部教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年7月25日 教諭
中学校（社会）、
高等学校（公民）

教諭向け
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年4月27日

令02-
10004-
505638号

0134-27-5223
http://www.otaru-
uc.ac.jp/

帯広畜産大学
【選択】十勝における環境教育：
GPSを用いた地図作り

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

木村　賢人（環境農学研究部門　准教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科・農

業）
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10005-
506652号

0155-49-5411
http://www.obihiro.ac.j
p/

帯広畜産大学 【選択】世界の乳文化

乳文化（搾乳と乳利用）は、牧畜という生業を誕生させ、乾
燥地へと人類の居住域を広めさせた。そして、乳文化は西
洋文明を育み、近代の酪農業へと発展し、人類の豊かな生
活に多大に貢献してきた。この講習では、搾乳の起源と意
義、乳加工の発達史と人類進化、日本におけるミルクの位
置、乳利用と地球の未来について講義してから、十勝での
乳文化の事例（生産現場）を見学します。

平田　昌弘（人間科学研究部門　教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科・農

業）
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10005-
506653号

0155-49-5411
http://www.obihiro.ac.j
p/

帯広畜産大学 【選択】STEM教育とICTの活用

STEM教育に関する最近の動向を国内外の先進事例から学
び，今後の教育実践に役立てることを目指す。特に，初等中
等教育におけるICTの活用について課題と可能性を検討し，
無償利用可能ないくつかのサービスやソフトウェアでの実習
を通じて，それらを教育実践に活用する際の基本的知識・
技術を身につける。具体的なテーマとしては放射線科学を
取り上げ，基礎科学から社会的課題にまでまたがる分野横
断的教育に関する展望についても検討する。

斉藤　準（人間科学研究部門　講師） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

（理科）
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10005-
506654号

0155-49-5411
http://www.obihiro.ac.j
p/

帯広畜産大学
【選択】十勝における環境教育：
バイオガスプラント

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

西田　武弘（生命・食料科学研究部門　教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10005-
506655号

0155-49-5411
http://www.obihiro.ac.j
p/

帯広畜産大学
【選択】十勝における環境教育：
バイオディーゼル燃料（BDF）

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

岸本　正（環境農学研究部門　教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10005-
506656号

0155-49-5411
http://www.obihiro.ac.j
p/

帯広畜産大学
【選択】食と健康―食・運動・スト
レス―

食と健康・安全に関する基盤について解説します。また、簡
単な実験である大豆タンパク質の凝固実験（豆腐つくり）を
通して、食料、健康、安全を体験しながら理解を深めてもら
うための講義と実習を行います。

小嶋　道之（人間科学研究部門　教授） 北海道帯広市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科・農

業）
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10005-
506657号

0155-49-5411
http://www.obihiro.ac.j
p/
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北見工業大学
【選択】学校におけるPC利用リテ
ラシーと情報管理

PCを用いて学校における情報管理を実習形式で取得する。
Excelによる生徒の成績データ管理またその効果的な統計
処理を行うための関数利用法の取得、Wordを用いた文書作
成とExcelを組み合わせた宛名ラベル作成、PowerPointによ
るプレゼンテーション作成を行う。これに加えて、安全にPC
情報を管理するための知識と実習を行う。

升井　洋志（工学部教授） 北海道北見市 6時間 令和2年8月6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
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10007-
504790号

0157-26-9177
https://www.kitami-
it.ac.jp/

北見工業大学
【選択】環境に優しいクリーンエネ
ルギー

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

岡﨑　文保（工学部准教授） 北海道北見市 6時間 令和2年8月6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
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10007-
504791号

0157-26-9177
https://www.kitami-
it.ac.jp/

北見工業大学
【選択】環境に優しいクリーンエネ
ルギー

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

岡﨑　文保（工学部准教授） 北海道北見市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10007-
504792号

0157-26-9177
https://www.kitami-
it.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　康玄（工学部教授）
髙橋　清（工学部教授）
宮森　保紀（工学部准教授）
白川　龍生（工学部准教授）

北海道北見市 6時間 令和2年8月6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
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10007-
504793号

0157-26-9177
https://www.kitami-
it.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　康玄（工学部教授）
髙橋　清（工学部教授）
宮森　保紀（工学部准教授）
白川　龍生（工学部准教授）

北海道北見市 6時間 令和2年8月7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
令和2年4月18日～
令和2年4月27日

令02-
10007-
504794号

0157-26-9177
https://www.kitami-
it.ac.jp/

東北大学
【選択】学習面の躓きの評価と支
援

通常の小学校において大きな課題となっている「気になる児
童」のうち最も多いものが学習面に躓きを抱える児童であ
る。その中心である学習障害（医学では限局性学習症）は
読み・書きを中心とした困難さを抱える。本講座ではまず、
学習困難の実態について学習を深めると共に、「9歳の壁」
を7歳8歳の段階で予見し対処するための方策、また当該児
童の学習スキル向上のための手段、授業のユニバーサル
デザイン化について学習を行う。

川﨑　聡大（大学院教育学研究科准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月2日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、養
護教諭

6,000円 15人
令和2年4月27日～
令和2年5月29日

令02-
10010-
504795号

022-795-3924
http://www.bureau.toh
oku.ac.jp/kyom/koushin
/

東北大学 【選択】素数と素因数分解

素因数分解とその一意性は整数論における基本事実であ
るが、その証明は意外なほど難しく、整数と異なる数の世界
では素因数分解の一意性が成り立たないことも珍しくない。
この講義では整数・多項式・ガウス整数（ある種の複素数）
などにおける素因数分解の一意性を吟味し、不定方程式や
ABC定理への応用を論ずる。整数論の繊細な議論を通じて
論理的な注意深さを身に着けることも目的の一つである。

山崎　隆雄（大学院理学研究科教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月5日 教諭
高等学校教諭

（数学）
6,000円 15人

令和2年4月27日～
令和2年5月29日

令02-
10010-
504796号

022-795-3924
http://www.bureau.toh
oku.ac.jp/kyom/koushin
/
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東北大学 【選択】地球と宇宙の科学

本講習では地球物理学および天文学の最先端の研究に関
して、高校生が興味を持ちそうな内容を選び、担当講師が
研究の現状を解説する。専門外の教諭の方でも「地学基
礎」「地学」の内容を俯瞰できるような講義としたい。

當真　賢二（学際科学フロンティア研究所／大
学院理学研究科兼任 准教授）
松澤　暢（大学院理学研究科教授）
山崎　剛（大学院理学研究科教授）
加藤　雄人（大学院理学研究科教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 40人
令和2年4月27日～
令和2年5月29日

令02-
10010-
504797号

022-795-3924
http://www.bureau.toh
oku.ac.jp/kyom/koushin
/

東北大学
【選択】口を通して育む心と身体
の健康管理と保健推進

口は「食べる・話す・笑う」といった人間らしく生きる基本であ
り、成長に伴って大きく変化するために、健康を理解する優
れた教材である。本研修では、齲蝕・歯肉炎予防に関する
基本的事項を確認し、口の発達と機能について解説するこ
とで、生涯にわたる健康な心身を育成する方策を考える。栄
養教諭にあっては、食べ物を噛み砕き飲み込む過程は口が
担うことから、健康な口が支える栄養摂取と食育の視点から
本講義を理解いただく。

小関　健由（大学院歯学研究科口腔保健発育
学予防歯科学分野教授）
丸谷　由里子（大学院歯学研究科口腔保健発
育学小児発達学分野講師）
田浦　勝彦（歯学部非常勤講師）

宮城県仙台市 12時間
令和2年8月3日～
令和2年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 36人
令和2年4月27日～
令和2年5月29日

令02-
10010-
504798号

022-795-3924
http://www.bureau.toh
oku.ac.jp/kyom/koushin
/

東北大学
【選択】英語の授業に必要な英語
史の基礎知識

「なぜgoの過去形はgoedではなくwentなの」や「どうしてcan
はHe cansとならないの」といった疑問に答えるには英語史
の知識が必須である。専門的に教える必要はないが、こう
いった疑問に答えることで納得して文法を理解することがで
きるだけでなく、知的な刺激を受け、英語への興味が増す生
徒も出てくる。本講習では、英語史の概略を説明した後、語
彙・文法等に関する参加者の質問を吟味し、英語史の授業
への実践的応用を考えてみる。英語史に関する予備知識は
不要。

江藤　裕之（大学院国際文化研究科教授） 宮城県仙台市 12時間
令和2年7月18日～
令和2年7月19日

教諭
中学校・高等学
校教諭（英語）

12,000円 20人
令和2年4月27日～
令和2年5月29日

令02-
10010-
504799号

022-795-3924
http://www.bureau.toh
oku.ac.jp/kyom/koushin
/

福島大学
【選択】幼児の表現を支える教材
の考え方

現代の社会環境の変化により、乳幼児の心身の発達は危
機にさらされている。そこで、その実態を踏まえつつ、さまざ
まな音楽教材や遊びを紹介しながら、教材研究の方法や、
幼児の発達にふさわしい教材の展開などを考える。

白石　昌子（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月3日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506159号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】幼児の発達を通して保育
を考える

保育において気になる子を例にとりながら、子どもの遊びや
行為を解釈し、子どもの経験の意味について考える。また、
これまで担任した子どもの中で「気になる子」をあげてもら
い、気になる要因について考察をする。これらのことを通し
て、保育者の役割について考察する。

原野　明子（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506160号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】協働型園内研修の理論と
実践

本講習は、幼稚園などの保育施設で職員が実施する研修
である園内研修のうち、保育者ら一人一人の意見を引き出
し、それを尊重しながら行う形式の園内研修である「協働型
園内研修」をテーマとする。主な内容は、協働型園内研修の
意義・適した問い、園内研修実施の難しさと対策、その体験
（グループワーク）である。

保木井　啓史（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月25日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506161号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】特別支援教育の推進と充
実をめざしてA

本講義では，学校や社会における障害理解や障害受容に
ついて学ぶことを目的とする。具体的には，障害概念と障害
モデル，障害観の形成と変容（偏見・差別の解消），インク
ルーシブ教育の現状と課題，事例の分析について理解を深
める。
具体的な技法の獲得ではなく，障害に対する理論的な考察
を主として講義を進めるため留意してほしい。また，幼・小・
中・高の先生方向けにわかりやすいように特別支援教育の
基礎的な内容を扱う。

髙橋　純一（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年7月19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

護教諭向け

6,000円 200人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506162号

024-548-8110　
(内線： 2943)

http://www.fukushima-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

福島大学
【選択】特別支援教育の推進と充
実をめざしてB

養護学校義務制施行から今日までの特別支援教育の変遷
を振り返り、知的障害教育及び病弱教育の実践事例から指
導のあり方を学ぶ。さらに、就学前の気になる子どもたちや
親を対象とした発達支援の実践から指導の手がかりを考え
る。また、今後の特別支援教育の推進と充実のための諸課
題について、心のバリアフリー、合理的配慮の提供や関係
機関との連携、新学習指導要領に基づく授業実践などを中
心に考える。

大関　彰久（人間発達文化学類特任教授）
片寄　一（人間発達文化学類特任教授）

福島県福島市 6時間 令和2年7月31日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭　小
学校教諭　特別
支援学校教諭　
養護教諭向け

6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506163号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】特別支援教育の推進と充
実をめざしてＣ

発達障害や知的障害のある子ども達に対する支援を行って
いくのに活用が期待されている応用行動分析の入門となる
事項を学ぶ。また，発達障害や知的障害のある子ども達が
示す「気になる行動」とその対応法について，応用行動分析
の観点から演習形式で考えていく。

鶴巻　正子（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月8日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506164号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】国語教育セミナー(小学校
教諭・中学校国語科教諭）

国語科における「主体的」「対話的」、かつ「深い学び」とする
授業の在り方を具体的な教材に基づく演習形式で考えま
す。「楽しい授業」「国語の力をつける授業」とはどうあるべき
か、明日の授業に活きる理論と実践を確認していきます。幼
小中連携の観点から幼稚園教諭についても対象とする。

佐藤　佐敏（人間発達文化学類教授） 福島県郡山市 6時間 令和2年8月3日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校国語科教諭向

け

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506165号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】国語セミナー日本語学

言語学の一分野としての日本語学（国語学）に関するの講
義を行う。具体的には、国語教育で扱われている国文法と、
日本語学・日本語教育で扱われる日本語文法との共通点、
相違点について概観し、ことばの教育のあり方について考
える。

中川　祐治（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校国語科教
諭、高等学校国
語科教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506166号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】国語学セミナー日本文学
（古文）

主体的・対話的で深い学びを指導するためには、指導者自
身が主体的・対話的で深い学びに取り組んでいなければな
りません。本講習では、中学校及び高等学校教科書に掲載
されている古文教材を取り上げ、附属図書館の資料等を活
用して、自ら課題を見つけ、調べ、考えることに取り組んでも
らいます。各自、取り組みたい古文教材を3つ用意してきて
下さい（日ごろ使用している教科書でかまいません）。

井実　充史（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506167号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】国語学セミナー（漢文学）

古代思想探究 ─儒家・道家思想を中心に─
先秦期の諸思想のうち、儒家と道家とを中心に講述する。
具体的な原典資料の提示とともに適宜映像資料の鑑賞もお
こないつつ、寓話などの思想的展開や古代歌謡・古代神話
への展開にも言及する。

澁澤　尚（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年9月5日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506168号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】英語研究セミナーＡ

本セミナーでは「英語理解における記憶の役割と評価」、「英
語教育におけるテストの意義とその方法」について講義を行
う。「英語理解における記憶の役割と評価」では、言語を理
解する際にかかわる記憶の種類とその重要性及びテストに
おける評価のあり方について理解を深めることを目指す。
「英語教育におけるテストの意義とその方法」では、さまざま
なテストの役割とテスト作成から実施後の処理について理
解を深めることを目指す。

佐久間　康之（人間発達文化学類教授）
髙木　修一（人間発達文化学類准教授）

福島県福島市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 80人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506169号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】英語セミナーB

英語を中心とした言語研究の成果に基づいて、英語の語
彙、意味、構造などに関する事項を取り上げる。言語に対す
る理解を深めること、コミュニケーション能力を向上させるこ
とという英語教育・外国語教育の視点をふまえながら、それ
ぞれの事項に関する知識の習得を目的とする。

朝賀　俊彦（人間発達文化学類教授）
佐藤　元樹（人間発達文化学類准教授）

福島県福島市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506170号

024-548-8110　
(内線： 2943)

http://www.fukushima-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

福島大学 【選択】英語研究セミナーC

近代から現代の英米文学および関連する研究について講
述し、教師の専門的力量や教授能力の向上に資することを
目標とします。英語研究セミナーA・Bと併せて受講すること
により、三分野に関する専門的な知見が得られるだけでな
く、授業実践についても有益な情報が得られることになりま
す。

飯嶋　良太（人間発達文化学類准教授）
高田　英和（人間発達文化学類准教授）

福島県福島市 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506171号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】小学校社会科セミナー

小学校で行う社会科教育について、指導法に関わる新たな
知見を紹介するとともに、社会科に関する様々な内容につ
いて近年の研究の成果をもとにした新たな知見を紹介する
ことを通じて、それらを授業においてどのように活用してい
けば良いのか、教材づくりの視点と方法についても考えてい
く。

初澤　敏生（人間発達文化学類教授）
粠田　惣男（人間発達文化学類特任教授）

福島県郡山市 6時間 令和2年8月1日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506172号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】中学校社会科教材研究

中学校社会科(地理・歴史・公民)について、社会科としての
指導法に関わる新たな知見を紹介するとともに、各分野に
ついて近年の研究の成果をもとにした新たな知見を紹介す
ることを通じて、それらを授業においてどのように活用してい
けば良いのか、教材づくりの視点と方法についても考えてい
く。

初澤　敏生（人間発達文化学類教授）
鍵和田　賢（人間発達文化学類准教授）
小野原　雅夫（人間発達文化学類教授）

福島県福島市 6時間 令和2年8月2日 教諭
中学校社会科教

諭向け
6,000円 100人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506173号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】高等学校公民科教材研
究

高等学校公民科について、公民科としての指導法に関わる
新たな知見を紹介するとともに、各教科について近年の研
究の成果をもとにした新たな知見を紹介することを通じて、
それらを授業においてどのように活用していけば良いのか、
教材づくりの視点と方法についても考えていく。

小野原　雅夫（人間発達文化学類教授）
牧田　実（人間発達文化学類教授）

福島県福島市 6時間 令和2年7月19日 教諭
高等学校公民科

教諭向け
6,000円 100人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506174号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】高等学校地理歴史科教
材研究

高等学校地歴科(日本史・世界史・地理)について、地歴科と
しての指導法に関わる新たな知見を紹介するとともに、各教
科について近年の研究の成果をもとにした新たな知見を紹
介することを通じて、それらを授業においてどのように活用
していけば良いのか、教材づくりの視点と方法についても考
えていく。

初澤　敏生（人間発達文化学類教授）
鍵和田　賢（人間発達文化学類准教授）
小松　賢司（人間発達文化学類准教授）

福島県福島市 6時間 令和2年7月18日 教諭
高等学校地理歴
史科教諭向け

6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506175号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】算数教育もう一歩先へ

今日，日々の算数の授業において，深い学びの実現に向け
た数学的活動の充実を図り，子どもたちにおける数学的に
考える資質・能力をより一層育むことが期待されている。数
学的活動の改善と充実に向け て，子ども観，授業観，算数
観を新たに振り返り，今後の教材や授業づくりの方向性に
ついて考える。小学校教諭はじめ、小中高連携の観点から
中学校・高校教諭も対象とする。

森本　明（人間発達文化学類教授）
菅　達徳（明治大学付属中野中学・高等学校教
諭）

福島県福島市 6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校数学科教諭

向け

6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506176号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】幾何学とコンピュータ

講習１では、自然界や人工物に見られる様々な図形を取り
上げ、それらに潜む数理的性質について紹介する。講習２
から４では、無償ソフトウェア Processing や GeoGebra を用
い、コンピュータ操作やプログラミングによって、様々な図形
を描く方法や、数学教材を作成する方法を紹介する。コン
ピュータやプログラミングの知識は仮定しない。

中田　文憲（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年7月27日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭向

け
6,000円 25人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506177号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】これからの算数・数学の
授業づくりについて考える

新学習指導要領の下での、数学的に考える資質・能力の育
成を図る算数・数学の授業づくりが求められている。特に、
数学的に問題発見・解決する過程が重要であり、その過程
を遂行する数学的活動の充実について考える。

森本　明（人間発達文化学類教授）
菅　達徳（明治大学付属中野中学・高等学校教
諭）

福島県福島市 6時間 令和2年10月3日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校数学科教諭

向け

6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506178号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】現代解析学入門

「複素関数論と定積分計算」や「フーリエ解析とゼータ関
数」、「測度論と現代確率論」や「マルコフ連鎖の諸性質」な
どの話題を通じて、高度な計算の方法や斬新な概念の捉え
方について、高等学校までで学ぶ数学との相違や関連を意
識しながら触れる。

和田　正樹（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭向

け
6,000円 25人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506179号

024-548-8110　
(内線： 2943)

http://www.fukushima-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

福島大学 【選択】小学校理科セミナー

令和2年度からスタートする新学習指導要領では学習過程
を質的に改善し，「主体的･対話的で深い学び」を実現するこ
とを求めています。本講習では，小学校理科における特徴
的な見方・考え方に焦点を当て，教室で実現する方法を探
るとともに，中学校理科の探究への接続を意識したポイント
を整理します。また，必要となる身近な教材やICT活用の事
例について，校種を交えたグループで多角的な検討を行い
ます。

平中　宏典（人間発達文化学類 准教授）
水澤　玲子（人間発達文化学類 准教授）
村上　正義（人間発達文化学類特任教授）

福島県福島市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校教諭およ
び中学校理科教

諭向け
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506180号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】再生可能エネルギーをい
かに伝えるか

福島県は「再生可能エネルギー先駆けの地」を掲げ、2040
年・再エネ100％を目指している。再エネ発電を中心に、発
電原理・実施例・導入推進施策・自治体のビジョン・近未来
の課題などを解説する。再エネは教科の枠を越えて総合的
に捉えることが重要である。理科（エネルギーについて）や
社会（地域の資源・新しい産業）など各教科で取り上げる場
合や、総合学習や課外活動で取り上げる場合などで、参考
にしていただきたい。

佐藤　理夫（共生システム理工学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭
（科目問わず）

6,000円 80人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506181号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】人理解のための脳科学

神経生理学および心理生理学の側面から，人の“脳と心”の
理解を目的として，
・生物が視覚や聴覚などの感覚系によってどのように世界
をとらえているか。それらの活動の基になる神経細胞のふる
まいを中心に概説する。
・子どもや青少年の睡眠の特徴，睡眠覚醒パターン，異常な
睡眠，生活習慣の改善と学業成績や精神衛生の関連につ
いて概説する。
理科教諭以外も歓迎。

高原　円（共生システム理工学類准教授）
小山　純正（共生システム理工学類教授）

福島県福島市 6時間 令和2年6月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506182号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】宇宙の創生と進化（現代
宇宙論）

近年のプランク衛星等による宇宙マイクロ背景輻射の超精
密観測結果から、初期宇宙においてインフレーションという
加速的宇宙膨張が起こったと考えられています。一方、超新
星の観測から、現在の宇宙も加速膨張していることが明ら
かになり、ダークエネルギー問題と呼ばれています。本講習
では、最新の観測データから示唆される現代宇宙論の最前
線について、数式を用いず理科の背景知識のみに基づいて
平易に講義させて頂きます。

馬塲　一晴（共生システム理工学研究科准教
授）

福島県福島市 6時間 令和2年8月29日 教諭
中学校・高等学
校理科教諭向け

6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506183号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】熱利用と環境・衛生・快適
性を結びつける

居住域や地域のエネルギーの有効活用を目指し、再生可
能エネルギー、ヒートポンプや熱のカスケード利用の他、エ
クセルギーの概念を把握する。熱による居住環境や衛生、
快適性の向上をどのように図るか等に結びつける。例えば、
ヒトはどのようして暑さや寒さを感じるのか、病原性微生物
からどのようにして罹患を防ぐのか等を、省エネルギーに考
慮しつつ、身の回りの暖冷房や換気、給湯や浴場システム
等での熱利用を考える。

赤井　仁志（共生システム理工学類特任教授） 福島県福島市 6時間 令和2年7月23日 教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（主に理科、家

庭、技術、工業、
社会）

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506184号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】グラフィカル・プログラミン
グ言語Scratch入門

小学生向けプログラミング教育で注目を集めているグラフィ
カルなプログラミング言語Scratch（スクラッチ）の入門講座を
実施します。Scratchの初心者向けです。Scratchの簡単な
講習を行った後に、グループディスカッションを通して小学生
向けのプログラミング課題を考案・制作し、最後にプレゼン
テーションで発表して頂く予定です。小中連携の観点から中
学校教諭も対象とします。

増田　正（共生システム理工学類特任教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校・中学校

教諭向け
6,000円 35人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506185号

024-548-8110　
(内線： 2943)

http://www.fukushima-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

福島大学
【選択】インターネットを活用した
教材作成－気象データを用いた
気象教材の作成ワークショップ－

インターネット等で公開されている様々なデータを素材に，よ
り効果的な教材を作成できることが期待できる。本講座で
は， teiten2000 プロジェクト等で公開されているデータを活
用し，学習指導要領（理科）で述べられている気象観測の内
容に即した教材作成を例に，ワークショップ形式で開講す
る。ワード，エクセル，パワーポイントの少なくともいずれか１
つを用いて教材・教案を作成するので，日常的に使えること
が望ましい。

篠田　伸夫（共生システム理工学類教授）
渡部　昌邦（南相馬市立立石中学校　教頭）
渡邉　景子（東京女子体育大学　講師）

福島県福島市 6時間 令和2年8月11日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭、中学
校技術科教諭、
高等学校情報科
教諭、高等学校

工業科教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506186号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】小学校音楽科教育の理
論と実践

理論的には音楽科教育の歴史と思想・哲学、音楽科カリ
キュラム論、実践的にはボディ・パーカッションやサウンド・
エデュケーション、即興等を扱う。また、日本との比較対象と
して北欧の音楽教育やコミュニティ音楽療法を取り上げるこ
とで、今後の小学校音楽科教育の在り方について総合的に
考究することを目的とする。

杉田　政夫（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年6月28日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506187号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】西洋音楽における編曲の
歴史と実践

本講習では、編曲の歴史をたどりそれぞれの時代に施され
た意義について考察します。アレンジメント、トランスクリプ
ション、リコンポジション等編曲の方法によって呼称が異なっ
ていることを知り、編曲の方法を分析することで編曲につい
ての理解が深まり教育現場での実践にも役立ちます。編曲
の歴史や実際を考察したのち、簡単な編曲にも取り組みま
す。

横島　浩（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年7月18日 教諭
中学校・高等学
校音楽科教諭向

け
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506188号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】鍵盤楽器の演奏法および
伴奏法

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

中畑　淳（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年7月5日 教諭
中学校、高等学
校音楽科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506189号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】小学校における造形教育
の意義と指導・評価について

小学校図工教育を主とする造形教育について、前半では新
学習指導要領の背景となった教育観学力観をもとにその意
義を講義する。後半ではそれを踏まえた実践的な指導と評
価の方法について実技と鑑賞ならびに意見交換を通して検
討していく。なお、幼小中連携の観点から、小学校に隣接す
る校種である幼稚園・中学校美術科教諭も可とする。

新井　浩（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年7月4日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校美術科教諭向

け

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506190号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】子どもの絵・画：表現と造
形

子どもたちの発達段階に即した絵・画の教材作成や表現の
意義を探ります。レッジョ・エミリアや海外の視覚文化教育の
現況から、美術教育の未来を国際的な視野から展望してい
きます。幼小連携の観点から小学校教諭も受講可とする。

渡邊　晃一（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年7月5日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506191号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】絵画（映像メディア含）、現
代美術の実践と指導法

ARTの原義をもとに，M・I・Tという相互に関連するキーワー
ドから、「絵・画」の意義を探ります。とりわけ美術解剖学を
通して、人体を「見ること」「描くこと」について問いかけ，「絵
画」という存在の持つ意義や美術教育の未来を国際的な視
野から展望していきます。

渡邊　晃一（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年6月28日 教諭
中学校・高等学
校美術科教諭向

け
6,000円 25人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506192号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】美術科の立体的造形に関
する意義と指導・評価について

中学校美術における立体的造形について、前半では新学
習指導要領の背景となった教育観学力観をもとにその意義
を講義する。後半ではそれを踏まえた実践的な指導と評価
の方法について実技と鑑賞ならびに意見交換を通して検討
していく。なお、小中高連携の観点から、中学校に隣接する
校種である小学校・高等学校美術科教諭も可とする。

新井　浩（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年6月20日 教諭

小学校教諭、中
学校美術科教

諭、高等学校美
術科教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506193号

024-548-8110　
(内線： 2943)

http://www.fukushima-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

福島大学
【選択】鑑賞学習の目的と指導方
法、評価のあり方について

今日の中学校および高等学校における美術教育のなかで
も、「鑑賞」の役割を理解すると同時に、授業づくりの実際を
学ぶ。
また、学年に応じた「鑑賞」の目的と指導内容、評価のあり
方に関する専門的知識の習熟を図る。

加藤　奈保子（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年9月5日 教諭
中学校・高等学
校美術科教諭向

け
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506194号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】小学校体育の最新理論と
実際

近年の体育授業に関する研究動向について概説するととも
に、新たな観点からの事例等の分析を試みる。このことを通
して、今後の体育授業で求められていることに関する考察
及びそれらを反映した学習指導案の検討・作成を行う。

菅家　礼子（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506195号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】中高体育教諭向け 体育
科教育の理論と実践１

体育科教育に関わる最近の知見について講義する。
本講義では，運動生理学，コーチングの理論について扱う。
担当者の専門分野からの視点を中心にして、体育科教育の
実践に関わる最新の知見を解説・指導する。小学校教諭も
可。

川本　和久（人間発達文化学類教授）
安田　俊広（人間発達文化学類教授）

福島県福島市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校教諭・中
学校・高等学校
体育科教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506196号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】中高体育教諭向け 体育
科教育の理論と実践２

体育科教育に関わる最新の知見を、理論と実技の両面から
総合的に検討する。
本講義では，ネット型「バレーボール」およびスポーツ医学を
実施する。担当者の専門分野からの視点を中心にして、体
育科教育の実践に関わる最新の知見を解説・指導する。小
学校教諭も可。

小川　宏（人間発達文化学類教授）
杉浦　弘一（人間発達文化学類准教授）

福島県福島市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校・中学校・
高等学校体育科

教諭向け
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506197号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】小学校家庭科セミナー

本講習内容は、小学校家庭科に関して、新学習指導要領の
特徴や学習指導上の課題および教科内容の科学を学び、
教科認識や学習指導力を高めることを目的として実施する。
本年度は、家庭科教育学、食物学、住居学を専門とする教
員及び学外からのゲストスピーカーが実践的内容を含めな
がら講義等を行う。

浜島　京子（人間発達文化学類特任教授）
千葉　養伍（人間発達文化学類教授）
鈴木　晃（人間発達文化学類特任教授）

福島県福島市 6時間 令和2年9月12日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506198号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】中学校・高家庭科セミ
ナー「被服学」

この講習は，被服分野における教科専門の知識を深めるこ
とを目的としています。主なテーマは「生活文化の継承につ
いて考える」とし，日本における衣服の変遷や和服の基礎知
識および伝統芸能との関連等について解説します。それら
を踏まえてグループ討議を行い，これからの被服分野にお
ける生活文化の学習のあり方について検討します。また，和
風の小物づくりの製作実習を行います。

千葉　桂子（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年9月5日 教諭
中学校・高等学
校家庭科教諭向

け
6,000円 18人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506199号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】中学校・高校家庭科セミ
ナー｢食物学｣

この講習では、食物学の教科専門に関する知識を深めるこ
とを目的として、調理科学に関連する内容や、現代の日本
の食生活状況、食育の進め方、味覚教育などについて、講
義や実習・実験などを交えながら解説します。味覚教育や食
育に関心のある小学校の先生や栄養教諭の受講も歓迎し
ます。

中村　恵子（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年10月3日
教諭

栄養教
諭

小学校教諭、中
学校家庭科教

諭、高等学校家
庭科教諭、栄養

教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506200号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】学び合う道徳授業の探究

１．「考え、議論する」道徳科への転換の趣旨を解説する。
２．インテグレーティブ・シンキングによる道徳授業のあり方
について解説する。３．西川純氏が提唱する『学び合い』の
基本的な考え方について講義し、小学校及び中学校の道徳
授業の事例を参照して、課題設定、教師の立ち振る舞い、
評価等について講義するとともに、受講者同士で学習指導
案を作成し、議論する。

松下　行則（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年7月4日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506201号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】事実に基づく授業研究と
授業改革

授業を変えるために学校現場でできることは何かを、受講
者の皆様と共に考えていきます。その際、これから求められ
る授業のあり方と授業研究の手法について近年の動向や
研究知見、初等教育や中等教育における授業改革の実践
事例を紹介します。授業経験の省察を通していかに授業を
改善していくか、いかにして教師として学ぶかについて具体
的に考えます。

坂本　篤史（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月20日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭向

け

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506202号

024-548-8110　
(内線： 2943)

http://www.fukushima-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

福島大学
【選択】臨床心理学－発達障害と
愛着障害－

近年、発達障害や愛着障害への関心が教育現場で高まり
つつあり、アスペルガー症候群やADHDなどの診断概念が
知られるようになった。本講義では、（１）自閉症スペクトラ
ム、ＡＤＨＤ，ＬＤを中心に発達障害の概念、特性について概
説し、学校における教育的指導の実際について事例を示
す。(渡辺）。（２）愛着障害の概説および障害の理解の仕方
を解説し、生徒や保護者との関わり方を学ぶ。(岸）

渡辺　隆（人間発達文化学類教授）
岸　竜馬（人間発達文化学類附属学校臨床支
援センター准教授）

福島県福島市 6時間 令和2年6月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 150人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506203号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】象徴天皇制の現在

象徴天皇制をめぐる現代的問題を憲法学の視座から検討
する。具体的には、①象徴の意味と効果、②天皇・皇族の人
権享有主体性、③皇位継承、④国事行為と公的行為、⑤皇
室財政、⑥生前退位について、の順に取り扱う。

阪本　尚文（行政政策学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年11月23日 教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
歴公民科教諭向

け

6,000円 30人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506204号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】学校における消費者教
育：事例紹介と課題の提示

ここ数年、学校教育においては「消費者教育」の重要性が語
られているほか、平成30年の成人年齢引き下げ決定に伴
い、若者への消費者教育の推進が求められている。そこで
本講習では、昨今若年層で問題とされている事例をいくつ
か紹介し、合わせて「消費者市民社会」の考え方を示すこと
とする。そうした内容から各受講者が果たしうる消費者教育
を考えてもらい、自らが克服すべき課題へ気付くきっかけを
提供したい。

中里　真（行政政策学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年10月3日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506205号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】外国語活動の実態、そし
て改善へ

小学校の先生は「英語に対する良い態度の育成」という目
的のために、日々努力してきている。しかしながら、自身の
英語力に対しては不安や疑問を抱いている先生が少なくな
い。そこで、①担当講師が2016ー2019年に実施した、外国
語活動に関する調査の結果を紹介すると共に、②先生が一
人で、または外部支援者と一緒に教える場合で、授業をどう
改善していくことが可能であるかについて、受講者の経験を
交えながら討論し合いたい。尚、実際の授業で使える活動
を紹介していきたい。

真歩仁　しょうん（行政政策学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月23日 教諭

小学校外国語活
動を教えている
教諭及び関心が

ある教諭

6,000円 15人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506206号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】地域経営モデル

経営は、企業のみならず様々な組織体で必要とされ、様々
な舞台を対象とする。特に近年、対象とされている舞台が
「地域」である。地域では、多様な組織が経営を実践し、生
活に密接に関連しながら支えている。そこで本講習では、発
見的手法や「まち学習」、景観学習、リビングリテラシーと
いった内容を取り上げながら、今後の「地域経営」を考える
上で必要となる視点や、地域経営を学ぶ上での学校教育の
役割を考え、実践することを目指す。

村上　早紀子（経済経営学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月22日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506207号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】中国経済・社会の現状と
課題

経済のグローバル化が進む中で、中国が「世界の工場」とし
て競争力を兼ね備え、「世界の市場」としても注目を集めて
います。しかしながら、現在中国が所得格差、環境汚染等の
課題も抱えています。本講義では、現代中国経済・社会を観
察し理解するための複数の分析視点を提示するとともに、
統計資料および現地調査の結果から見えてくる中国の実情
や、日本や米国、ASEANとの経済関係等について解説しま
す。

朱　永浩（経済経営学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年7月23日 教諭

中学校社会科教
諭、高等学校公
民・商業科教諭

向け

6,000円 15人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506208号

024-548-8110　
(内線： 2943)

http://www.fukushima-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

福島大学 【選択】食と健康

食品は、生命を維持し活動するために必要なエネルギーや
種々の栄養素を得る一次機能だけでなく、嗜好特性を左右
する二次機能、そして、生体調節機能である三次機能を有
している。日本は、生活習慣病への罹患者が増加を続けて
おり、さらに超高齢化社会が急速に進んでいることから、健
康への関心が高まっている。それに伴い、多くの情報が発
信され氾濫し、消費者を混乱させている現状がある。時代と
共に変化してきた食と健康の関係、更には安心・安全で健
康的な食生活とは何かを様々な視点から科学的に正しく最
新の知見を交えて解説する。

升本　早枝子（食農学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年6月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506209号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】健康相談活動（理論）

子どもの心身の健康に関して行う健康相談について、健康
相談活動の概念と特質を理解し、健康相談活動をすすめる
ための理論と技法を習得する。特に、健康相談活動に関す
る基礎的な知識を得ること、健康相談活動の対象となる健
康課題について理解することを目標とする。

鈴木　ひろ子（人間発達文化学類特任教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月6日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 20人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506210号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】健康相談活動（実践）

子どもの健康問題の複雑化・多様化への対応について、具
体的な事例を基に、その背景、対応のプロセスなどについ
て考察し、校内組織による実態把握、また家庭や地域、関
係機関との連携について考える。中心テーマは、一般教諭
による子どもの健康状態の把握法、養護教諭の職務の特質
や保健室の機能を生かした、健康相談活動について、構造
的理解と知識技術を身に付け、子どもの心の問題に気づく
相談活動の実践力を高めることに目標をおく。

鈴木　ひろ子（人間発達文化学類特任教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月12日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 20人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506211号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】自然の魅力を学びに活か
す保育技術

近年の子どもを取り巻く生活環境や保育環境を踏まえ、幼
児期の自然体験活動の意義・必要性について理解を深め
る。また、北欧諸国の保育実践例を紹介しながら、実際のア
クティビティを体験し、自然の中での「子どもの気づきや学
び」・「教材探求」・「安全管理」についての理解を深め、戸外
遊びや園外保育で活かせる保育技術の向上を図る。

柴田　卓（郡山女子大学短期大学部　幼児教育
学科　 講師）

福島県福島市 6時間 令和2年10月18日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506212号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】防災教育

学校で行う防災教育について、指導法に関わる新たな知見
を紹介するとともに、防災に関する様々な分野について近
年の研究の成果をもとにした新たな知見を紹介することを通
じて、それらを授業においてどのように活用していけば良い
のか、教材づくりの視点と方法についても考えていく。

初澤　敏生（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

学校で防災教育
に携わる教員向

け
6,000円 100人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
10014-
506213号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】学校の中のジェンダーを
考える

学校は表面的には男女の平等を保障しているように見えま
すが、性差別を再生産するような事例も多くなっています。
１．隠れたカリキュラム、２．ジェンダーへの気づき、３．地域
における男女共同参画推進拠点、４．デートDV、LGBTを考
える、等をテーマに学校の中のジェンダー問題について考え
ます。教育におけるジェンダー問題への気づきと生徒への
ジェンダー教育の必要性について理解を深めることをめざし
ます。

千葉　悦子（放送大学福島学習センター　所長・
特任教授）

福島県二本松
市

6時間 令和2年7月25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

教諭向け

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506214号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】学校現場から考える多様
な性と性的マイノリティ

ＬＧＢＴなど性的マイノリティの子どもたちは、どの学校、どの
クラスにもいる存在です。
しかし偏見や差別を恐れ、周りに相談できず悩みを一人抱
えている当事者もたくさんいます。
多様な性についての理解を深め、「誰もが過ごしやすい学
校」をつくるために必要なこととは何か。
皆さんとともに考えていきたいと思います。

前川　直哉（教育推進機構特任准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年10月11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

教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506215号

024-548-8110　
(内線： 2943)

http://www.fukushima-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

福島大学
【選択】課題解決型ロボットプログ
ラミング講座

STE（A）M人材への需要の高まりやプログラミング必修化と
いった動向を踏まえ、チームでの議論やプログラミングや
データ分析、プレゼンテーションといったの実践を通じて創
造力やコミュニケーション能力、論理的なものの考え方を育
む疑似授業を実施する。
また、民間企業の立場からプログラミングの必要性や習得
の仕方、実社会での活用例、ロボティックス・AIの最新のトレ
ンドについても講義を行う。

村重　慎一郎（会津大学　非常勤講師） 福島県福島市 6時間 令和2年8月29日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506216号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】青少年赤十字と学校教育

世界の平和と人類の福祉に貢献できるよう、日常生活の中
での実践活動を通じて、いのちと健康を大切にし、地域社
会、国家・世界のために奉仕し、世界の人々との友好親善
を育成することの理解を目的とする。青少年赤十字につい
ての理解を深め、実際に学校教育とつなげ、生かすことがで
きることについて実践的に学ぶ。

宗形　潤子（人間発達文化学類附属学校臨床
支援センター教授）

福島県福島市 6時間 令和2年7月19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、
養護教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506217号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学 【選択】日本の自然災害

地震、火山噴火、豪雨、洪水、地すべりなどの自然災害が
頻発する現代の日本において、これらの災害が発生する詳
細なメカニズムに関して、数多くの具体的な事例をもとに紹
介する。また、現状の自然災害の対策も併せて紹介し、受
講者とともに問題点を考えあう。

中村　洋介（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年9月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506218号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】国語科セミナー（附属中
学校学校公開）

次の４つの内容に基づき授業運営上の理論と実践のあり方
を深く理解し，指導力の向上を援用する。なお、小中高連携
の観点から小学校教諭も対象とする。①新学習指導要領を
踏まえた国語科の授業作り、古典の授業作りに関する講
義，②国語科の授業参観，③国語科の授業に関する事後
研究会での意見交換，④大学の教員による国語科教育、古
典教育に関する講義

井實　充史（人間発達文化学類教授）
澁澤　尚（人間発達文化学類教授）

福島県福島市 6時間 令和2年6月24日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校（国語）教諭

向け

6,000円 20人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506219号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】数学科セミナー（附属中
学校学校公開）

次の４つの内容に基づき授業運営上の理論と実践のあり方
を深く理解し，指導力の向上を援用する。なお、小中高連携
の観点から小学校教諭も対象とする。①新学習指導要領を
踏まえた数学科の授業作りに関する講義，②数学科の授業
参観，③数学科の授業に関する事後研究会での意見交換，
④大学の教員による数学科教育に関する講義

森本　明（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 令和2年6月24日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校（数学）教諭

向け

6,000円 20人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506220号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

福島大学
【選択】英語科セミナー（附属中
学校学校公開）

次の４つの内容に基づき授業運営上の理論と実践のあり方
を深く理解し，指導力の向上を援用する。なお、小中高連携
の観点から小学校教諭も対象とする。①新学習指導要領を
踏まえた英語科の授業作りに関する講義，②英語科の授業
参観，③英語科の授業に関する事後研究会での意見交換，
④大学の教員による英語科教育に関する講義

髙木　修一（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 令和2年6月25日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校（英語）教諭

向け

6,000円 20人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
10014-
506221号

024-548-8110　
(内線： 2943)

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

茨城大学 【選択】食教育（新課題）

中・高家庭科教員を対象とした本講習は、家庭科食分野の
教育の充実を目指し、今後力を入れるべき食の時事問題の
教育を主に扱う。近年注目されている食のトピックス（食の
安全、食文化、食と環境、など）について、教育に取り入れる
べき内容を講義にて整理し、更にその教育方法を実習を交
えて実践的に学ぶ。内容は中・高家庭科食分野の教育を基
礎としているが、食生活全般の指導に当たる栄養教諭にも
適応するものである。

西川　陽子（教育学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月14日
教諭

栄養教
諭

中・高教諭（家
庭）、栄養教諭

6,000円 24人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505323号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html
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令和２年度(第２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

茨城大学
【選択】子どもの体力づくり/心身
のコンディショニング（新課題）

前半は、「子どもの体力づくり」というテーマで、おもに小学
生から中学生のからだの成長、体力の発達、体力トレーニ
ングの効果やその方法に関して講義を実施する。後半は、
「心身のコンディショニング」というテーマで実技を行う。心身
のコンディションを整えることは、日々の安定したパフォーマ
ンス発揮には欠かせない。本講習では心身のコンディショニ
ングの方法を学び、日々の仕事や生活に活用できるように
することと、児童生徒の指導に役立てられるようにすること
を目的とする。

渡邊　將司（教育学部准教授）
上地　勝（教育学部教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年6月14日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 6,000円 40人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505324号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】「今、ここ」から学ぶカウン
セリング（新課題）

本学教育学研究科で臨床心理学の研究・教育に携わってい
る講師が、カウンセリングにおいて重要な「今、ここ」の感覚
や共感性などを中心に、体験的な演習と講義を行う。既に
学んだことのある内容についても、新たに開発された体験
法により、一層理解を深めることができる。

正保　春彦（大学院教育学研究科教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505325号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】アクティブ・ラーニングの
実現に向けた授業づくり（新課
題）

新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学びの実現に
向けた授業改善」が求められています。「主体的・対話的で
深い学び」（アクティブ・ラーニング）とは何か、その実現に向
けた授業改善とは何かを考えた上で、アクティブ・ラーニング
を引き起こしやすい授業スタイルである「知識構成型ジグ
ソー法」を体験し、実際に「知識構成型ジグソー法」を用いた
授業案を作成します。

今泉　友里（教育学部助教） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月2日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 40人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505326号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】特別支援教育における心
理・生理アセスメント（新課題）

特別支援教育の教育内容の充実を目指すこの講習は、主と
して特別支援学校教員のための講習で「特別支援教育にお
ける心理・生理アセスメントの活用」について講じる。

勝二　博亮（教育学部教授）
田原　敬（教育学部講師）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月2日 教諭
特別支援学校教

諭
6,000円 50人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505327号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】心を育てるグループワー
ク（新課題）

本学教育学研究科で臨床心理学の研究・教育に携わってい
る講師が、生徒間の人間関係を発展させ、豊かなこころを育
てる技法とマインドについて講義と演習を行う。演習では10
数件のエクササイズを実際に行い、受講者は体験的に理解
を深めることができる。

正保　春彦（大学院教育学研究科教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505328号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】心を育てるグループワー
ク（新課題）

本学教育学研究科で臨床心理学の研究・教育に携わってい
る講師が、生徒間の人間関係を発展させ、豊かなこころを育
てる技法とマインドについて講義と演習を行う。演習では10
数件のエクササイズを実際に行い、受講者は体験的に理解
を深めることができる。

正保　春彦（大学院教育学研究科教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年11月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505329号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】特別支援学校の授業づく
り（新課題）

特別支援教育の生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、特別支援学校教員のための講習で、「特別支援学
校における教科学習」について受講する。

新井　英靖（教育学部准教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月8日 教諭
特別支援学校教

諭
6,000円 50人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505330号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】発達障害の理解と支援
（新課題）

通常の学級に在籍する発達障害児への支援が注目されて
いる。本講義では、本学教育学部で障害児教育の研究・教
育に携わっている2名の講師により、発達障害に関わる最新
知見を紹介し、彼らにいかなる支援が必要か、児童生徒の
心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、講じる。

細川　美由紀（教育学部准教授）
田原　敬（教育学部講師）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 120人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505331号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】発達障害の理解と支援
（新課題）

通常の学級に在籍する発達障害児への支援が注目されて
いる。本講義では、本学教育学部で障害児教育の研究・教
育に携わっている2名の講師により、発達障害に関わる最新
知見を紹介し、彼らにいかなる支援が必要か、児童生徒の
心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、講じる。

細川　美由紀（教育学部准教授）
田原　敬（教育学部講師）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 120人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505332号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html
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令和２年度(第２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

茨城大学 【選択】公衆衛生（新課題）

この講義では、広く教員の教養としての国民の健康に関す
る知識を得るため、公衆衛生の意味と意義、公衆衛生の展
開、健康の社会的条件、ヘルスプロモーションの考え方、健
康水準と健康指標、感染症の予防、生活習慣病の予防、労
働衛生、健康危機管理などについてその基本的事項を学
ぶ。特に児童生徒の生活との関係や教員の労働環境を念
頭において講義を行う。

瀧澤　利行（教育学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505333号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学

【選択】子ども虐待の予防と防止/
子どもの貧困問題について考え
る～いま危機に直面する福祉国
家と次世代の再生産（新課題）

前半は，子ども虐待が起きる背景や他機関との連携、およ
び、学校においての対応について学ぶ。特に教員だからで
きる、子どもに対する具体的なかかわり方を知る。
後半は，親の所得格差の拡大により経済的に厳しい子ども
達が7人に１人存在する社会において，貧困の世代間連鎖
を生んでいる実態と，これをなぜ社会問題としてとらえるべ
きなのかを，教育・福祉・コミュニティ等の視点から講義し，
具体的な支援策について考える。

数井　みゆき（教育学部教授）
清山　玲（人文社会科学部教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505334号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】城下町・水戸の地理・歴
史を学ぶ（新展開）

午前中は，小学校「身近な地域の学習」，中学校社会科「地
域調査の具体的な活動」，高等学校地理「地域調査の方
法」に活用できるよう，水戸城下町の成り立ちと特色，城下
の城郭や堀などの構造，武家地や町人地の土地区画など
について，小野寺が詳しく講義する。午後は，実際に大工町
から弘道館まで歩きながら，小野寺と田中が水戸中心市街
地の変化を具体的に解説する。

小野寺　淳（教育学部教授）
田中　耕市（人文社会科学部教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小・中・高教諭
（社会・地歴）

6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505335号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】解析学のトピックから/幾
何学の話題から（新展開）

数学の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、前半は「解析学のトピックから」、後半は「幾何学の
話題から」について受講する。

梅津　健一郎（教育学部教授）
栗原　博之（教育学部准教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年6月27日 教諭
中・高教諭（数

学）
6,000円 50人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505336号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】バレーボールの学習指導
/柔道の学習指導（新展開）

前半は、「バレーボールの学習指導」で、おもに小学生から
中学生を対象にした段階練習を紹介する。後半は「柔道の
学習指導」で、おもに中学生から高校生を対象とした基本的
な技術ポイントや練習方法を紹介する。バレーボールは大
体育館で実技、柔道は柔道場で実技を行なう。これらの種
目は授業だけでなく部活動など様々な機会で関わることが
あることから，保健体育教諭以外も対象とする。

勝本　真（教育学部教授）
中嶋　哲也（教育学部准教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小・中・高教諭
（保健体育）

6,000円 30人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505337号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】離散数学の話題から／三
角形・四角形の対称性と群（新展
開）

数学の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、前半は数え上げやデータの整理に関わる「離散数
学の話題から」、後半は三角形や四角形を中心に扱いつつ
代数学の内容も取り入れた「三角形・四角形の対称性と群」
について受講する。

松村　初（教育学部准教授）
吉井　豊（教育学部准教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月2日 教諭
中・高教諭（数

学）
6,000円 30人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505338号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】ダンス・表現運動の学習
指導/水泳の学習指導（新展開）

前半は「ダンス・表現運動の学習指導」を実施する。「課題」
を通じて、初めて出会った者同士が身体活動を通して交流
できる内容を提供する。後半は「水泳の学習指導」を実施す
る。学年進行に伴う学習課題の積み上げを意識した水泳学
習指導の方法を探るとともに、水泳の事故防止に配慮した
水泳指導の要点を探る。午前は小体育館で実技、午後は
プールで実技を行なう（暴風雨以外はプールで実技を行な
う。雨天の際の筆記試験は教室で実施する）。

篠田　明音（教育学部講師）
富樫　泰一（教育学部教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月2日 教諭
幼・小・中・高教
諭（保健体育）

6,000円 30人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505339号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html
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令和２年度(第２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

茨城大学
【選択】総合的な学習の時間の指
導法（新展開）

総合的な学習の時間の設立の経緯や変遷について触れ，
新学習指導要領で目指している授業の在り方について論じ
る。また，演習的な内容を位置づけ，総合的な学習の時間
の授業計画や授業内容の工夫改善を通して，効果的な授
業方法を検討する。さらに，実際の授業実践を視聴し，様々
な点から総合的な学習の時間の有効な指導方法について
検討を試みる。

打越　正貴（大学院教育学研究科准教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 40人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505340号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】小児の疾患と救急対応／
養護教諭の組織行動論（新展
開）

養護教諭を対象としたこの講習は、学校保健、生活指導の
充実を目指し、前半は「小児の疾患と救急対応」を講じ、後
半は組織論の観点から学校保健をとらえ「養護教諭の組織
行動論」を講じる。

古池　雄治（教育学部教授）
瀧澤　利行（教育学部教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月8日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505341号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】音楽科における言語活動
の充実/ソルフェージュ（新課題）

音楽科の教科指導、生徒指導、教科内容の充実を目指すこ
の講習は、前半で「音楽科における言語活動の充実」、後半
は「ソルフェージュ」について講じる。なお編曲法では特に実
技面について扱う。まず音楽の基礎の確認を行い、教育現
場での必要な実践のための練習などを取り入れる。

神部　智（教育学部教授）
田中　宏明（教育学部准教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小・中・高教諭

（音楽）
6,000円 30人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505342号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】新学習指導要領に基づく
算数科の指導（新展開）

算数科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこ
の講習は、前半は「測定・変化と関係」領域と「データの活
用」領域の指導、後半は「数と計算」領域と「図形」領域の指
導について受講する。

小口　祐一（教育学部教授）
荻原　文弘（教育学部助教）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月9日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505343号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】城下町・水戸の地理・歴
史を学ぶ（新展開）

午前中は，小学校「身近な地域の学習」，中学校社会科「地
域調査の具体的な活動」，高等学校地理「地域調査の方
法」に活用できるよう，水戸城下町の成り立ちと特色，城下
の城郭や堀などの構造，武家地や町人地の土地区画など
について，小野寺が詳しく講義する。午後は，実際に大工町
から弘道館まで歩きながら，小野寺と小原が水戸中心市街
地の変化を具体的に解説する。

小野寺　淳（教育学部教授）
小原　規宏（人文社会科学部准教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小・中・高教諭
（社会・地歴）

6,000円 40人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505344号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】「深い学び」につながる家
庭科の学習指導（新展開）

家庭科の教科指導、教育内容の充実を目指すこの講習で
は、家庭経営領域および衣生活領域の学習のあり方につい
て理解を深める。学習指導要領における新設箇所と新たな
視点を概説し、家庭経営や衣生活をめぐる現代的課題に対
する家庭科としてのアプローチについて論ずる。以上を踏ま
えて、「深い学び」につながる家庭科の学習指導について実
践的に学ぶ。

佐藤　裕紀子（教育学部教授）
木村　美智子（教育学部教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小・中・高教諭

（家庭）
6,000円 30人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505345号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】生体リズムと心身の健康/
幼児期における科学的教育（新
展開）

幼稚園教諭を対象としたこの講習は、幼稚園教育・保育所・
認定こども園における教育内容の中で、特に「心身の健康
に関する領域」及び「身近な環境とのかかわりに関する領
域」の教育の充実を目指し、前半は「生体リズムと心身の健
康」、後半は「幼児期における科学的教育」について講じる。

青栁　直子（教育学部准教授）
五島　浩一（全学教職センター准教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505346号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学

【選択】初等理科教育の現状と課
題及び小学校理科の授業づくり
/ESD（持続可能な開発のための
教育）と防災教育（新展開）

前半では、国内外の調査から見える初等理科教育の現状と
課題を説明し、小学校学習指導要領理科の内容を踏まえつ
つ理科の授業づくりについて検討します。受講者間のディス
カッションやものづくりも取り入れたいと思います。後半で
は、理科教育に関連するものとしてESD（持続可能な開発の
ための教育）や防災教育について、グループワークなども入
れながら紹介したいと思います。

宮本　直樹（教育学部准教授）
郡司　晴元（教育学部准教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505347号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】社会科・地理歴史科にお
ける地図の活用／世界史の最新
研究と学習内容（新展開）

前半は、新学習指導要領を踏まえ、中学校「社会」、高等学
校「地理歴史」における地図の活用について具体例を紹介
しつつ説明し、後半は、近現代世界に関わる歴史的問題
を、近年注目されているテーマや最新の研究成果と関連づ
けて説明する。

村山　朝子（教育学部教授）
新谷　崇（教育学部助教）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月24日 教諭
中・高教諭（社

会・地歴）
6,000円 40人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505348号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html
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令和２年度(第２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

茨城大学
【選択】〔「環境のとらえ方」を考え
る〕/〔日本列島の生い立ち（大地
の歴史）〕（新展開）

理科・農業の教科指導および教育内容の充実を目指すこの
講習では、先ず、地球上で暮らす私たちが環境をどのように
捉えているのか、複合的な教科学習も踏まえて検討し(講習
前半)、さらに、私たちが暮らす日本列島がどのように形成さ
れてきたのかを，中学校理科や高校地学で学習する岩石を
もとに地球史スケールで考える(講習後半)。

阿部　信一郎（教育学部教授）
上栗　伸一（教育学部准教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月24日 教諭
中・高教諭（理

科・農業）
6,000円 30人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505349号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】発声法と歌唱/楽しくため
になる歌唱指導（新展開）

音楽科の教科指導、生徒指導、教科内容の充実を目指すこ
の講習は、前半で「発声法と歌唱」、後半は「楽しくためにな
る歌唱指導」について講じる。講習内容は主に実技面につ
いて扱う。まず音楽に関する基礎の確認を行い、教育現場
で必要な実践のための練習などを取り入れる。

谷川　佳幸（教育学部教授）
藤田　文子（教育学部准教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小・中・高教諭

（音楽）
6,000円 30人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505350号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学

【選択】技術科・工業科・情報科
の指導と評価/エネルギー変換
の技術（機械）/エネルギー変換
の技術（電気）/情報の技術（新
展開）

中学校技術科・高等学校工業科・高等学校情報科の教科指
導、教育内容の充実を目指すこの講習は，「エネルギー変
換の技術（機械）」「エネルギー変換の技術（電気）」「情報の
技術」「技術科・工業科・情報科の指導と評価」について講習
する。（本講習は，小中連携の観点から小学校教諭も対象と
する。）

工藤　雄司（教育学部教授）
堤　一郎（教育学部特任教授）
榊　守（教育学部教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小・中・高教諭
（技術・工業・情

報）
6,000円 30人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505351号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学

【選択】小学校プログラミング教
育の指導と評価/ビジュアル・プ
ログラミング/アンプラグド・プログ
ラミング/フィジカル・プログラミン
グ（新展開）

本講習は，初めてプログラミング教育を学ぶ小学校教諭向
けの内容である。プログラミング教育の理念、各学校におい
て実施されている、アンプラグド（コンピュータ等を使わな
い）、ビジュアル（コンピュータ等を使う）、フィジカル（コン
ピュータ等を使ってロボットなどを動かす）の３つのプログラ
ミングを体験的に学び、それぞれの基礎的な知識及び技能
を習得できるよう内容を構成している。

大西　有（教育学部准教授）
野崎　英明（教育学部教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505352号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】再生医療とゲノム編集／
健康相談理論および方法（新展
開）

養護教諭を対象としたこの講習は、学校保健、生活指導の
充実を目指し、前半は「再生医療とゲノム編集」を講じ後半
は養護教諭の専門性にとって重要な「健康相談理論及び方
法」を講じる。

石原　研治（教育学部教授）
竹下　智美（教育学部講師）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月25日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 40人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505353号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】学級経営の視点から見た
教育問題への対応（新課題）

　 学校現場では、児童生徒間の「いじめ」、「不登校」等の問
題や「発達障害」等の教育問題が山積している。このような
問題が起きたときに、教員だけではなくスクールカウンセ
ラーやスクールソーシャルワーカー等の外部の専門家等と
の協力体制が欠かせない。本講義では、「チームとしての学
校」や「インクルーシブ教育」の観点から協力体制や学級経
営の視点でどのように対応するかを学校間を超えてグルー
プの話し合い活動行い課題を検討していく、講習には積極
的に臨んでいただきたい。

菊地　利幸（全学教職センター教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月14日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭，
養護教諭

6,000円 40人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505354号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】相手の世界に近づくフィー
ルドワーク（新課題）

フィールドワークは、自分の知らない相手の世界に近づくた
めの作業（ワーク）です。この講習では、教室内でのワークも
取り入れながら、人間科学分野におけるフィールドワークの
核心と、その基本姿勢を学びます。そして、受講生各々が日
常の現場において、フィールドワークの精神と姿勢を活かせ
るようになることをねらいとしています。

石井　宏典（人文社会科学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月14日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505355号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】インクルーシブ教育の理
念と動向（新課題）

インクルーシブ教育に関する基礎的理解を目的とするこの
講習は、すべての教員を対象とした講習で、「インクルーシ
ブ教育に関する国内外の動向」について受講する。
具体的には、ユネスコのインクルーシブ教育の考え方、障害
者権利条約の規定、文科省の進めるインクルーシブ教育シ
ステムの考え方などを取り上げる。

荒川　智（教育学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505356号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html
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令和２年度(第２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

茨城大学
【選択】〔量子論入門〕/〔素粒子
論入門〕（新展開）

前半の講義では、現代物理学の根幹をなしている量子論に
ついて、その特徴と不可思議性に焦点を当てて、数式をほ
とんど用いずにわかりやすく解説します。後半の講義では、
現代物理学の一分野をなしている素粒子論について、その
基本的な考え方から今後の課題までを、数式をほとんど用
いずにわかりやすく解説します。

永尾　敬一（教育学部准教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月21日 教諭
中・高教諭（理

科）
6,000円 30人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505357号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学

【選択】技術科の指導と評価/材
料と加工の技術（木材）/材料と
加工の技術（金属・プラスチック）
/生物育成の技術（新展開）

中学校技術科・高等学校工業科・高等学校情報科のうち、
主として中学校技術科の教科指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、「技術科の指導と評価」「材料と加工の技術
（木材）」「材料と加工の技術（金属・プラスチック）」「生物育
成の技術」について講習する。（本講習は，小中連携の観点
から小学校教諭も対象とする。）

大西　有（教育学部准教授）
臼坂　高司（教育学部准教授）
野崎　英明（教育学部教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小・中・高教諭
（技術・工業・情

報）
6,000円 30人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505358号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】アクティブ・ラーニングによ
る道徳授業（新課題）

新学習指導要領においては主体的・対話的で深い学びが
求められており，そのための有効な教育方法として「アクティ
ブ・ラーニング」に注目が集まっている。本講習では，アク
ティブ・ラーニングによる授業づくりを「道徳」を事例として学
んでいきたい。講習では，自我関与的な学習，問題解決学
習，体験的な学習等を中心にした道徳授業モデルを受講生
諸氏と考え，主体的・対話的で深い学びはどのようにしたら
実践できるのかを学んでいく。

小川　哲哉（教育学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月21日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505359号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】幼児教育の可能性を探る
（新課題）

幼児教育において大切にすべきことについて考える講習で
す。保育事例を取り上げて検討したり、思春期までを見据え
た幼児教育の在り方について考えたりします。レッジョエミリ
アの実践やエピソード記述にも触れたいと思っています。自
ら今後の保育・教育をどのようにしていったらいいのかを探
るような研修会になったらと考えています。幼児期の教育の
重要性、さらには幼児期の教育が学童期・思春期にどのよ
うな影響を及ぼすかを知ることにより、これからの教育（小中
高）の在り方を考える視点を得ることができることから、幼稚
園教諭以外も対象とします。

生越　達（大学院教育学研究科教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 60人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505360号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】幼児教育の可能性を探る
（新課題）

幼児教育において大切にすべきことについて考える講習で
す。保育事例を取り上げて検討したり、思春期までを見据え
た幼児教育の在り方について考えたりします。レッジョエミリ
アの実践やエピソード記述にも触れたいと思っています。自
ら今後の保育・教育をどのようにしていったらいいのかを探
るような研修会になったらと考えています。幼児期の教育の
重要性、さらには幼児期の教育が学童期・思春期にどのよ
うな影響を及ぼすかを知ることにより、これからの教育（小中
高）の在り方を考える視点を得ることができることから、幼稚
園教諭以外も対象とします。

生越　達（大学院教育学研究科教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 60人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505361号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】子ども論Ⅰ　教師の存在
から考える（新課題）

現代の児童生徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏ま
え、前半は、現代社会の動向とのかかわりにおける教師の
存在の重要性と課題について考えます。また後半において
は、教師は児童生徒を理解するためにどのような力をつけ
ていったらいいのかについて検討します。

生越　達（大学院教育学研究科教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 60人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505362号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html
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令和２年度(第２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

茨城大学
【選択】子ども論Ⅰ　教師の存在
から考える（新課題）

現代の児童生徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏ま
え、前半は、現代社会の動向とのかかわりにおける教師の
存在の重要性と課題について考えます。また後半において
は、教師は児童生徒を理解するためにどのような力をつけ
ていったらいいのかについて検討します。

生越　達（大学院教育学研究科教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年11月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505363号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】現代社会と道徳教育（新
課題）

この講習では、「道徳教育の今日的課題と実践」及び「道徳
的実践の周辺にあるもの」について講じます。研修の性格
上、詳細な実践の分析等はできませんが、「特別の教科　道
徳」を踏まえ、学級活動や特別活動にもふれながら、幼児教
育から高校教育まで、道徳教育において何を大切にしなけ
ればならないかを考えたいと思います。

生越　達（大学院教育学研究科教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505364号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】現代社会と道徳教育（新
課題）

この講習では、「道徳教育の今日的課題と実践」及び「道徳
的実践の周辺にあるもの」について講じます。研修の性格
上、詳細な実践の分析等はできませんが、「特別の教科　道
徳」を踏まえ、学級活動や特別活動にもふれながら、幼児教
育から高校教育まで、道徳教育において何を大切にしなけ
ればならないかを考えたいと思います。

生越　達（大学院教育学研究科教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年11月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505365号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】授業研究の課題と方法
（新課題）

授業研究は、子ども理解や授業方法について、教師が学び
合う重要な場として位置づけられてきた。その意義や課題に
ついて考えるとともに、具体的な授業の検討を通して、子ど
もの学びの視点に立った授業研究の方法、教師の学び・成
長につながる授業研究のあり方について学ぶ。授業改善や
子どもの学びの支援のための学校全体での取り組みという
観点から、養護教諭、栄養教諭を含めた全教員を対象とす
る。

杉本　憲子（大学院教育学研究科准教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505366号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】子ども論Ⅱ　いじめ・不登
校から考える（新課題）

現代の児童生徒の抱える問題について概説しつつ、とくに
いじめや不登校、さらには発達障害を取り上げて論じます。
前半は、現代の子どもたちに生じている問題の本質を探っ
ていくことを目指します。後半は、具体的にいじめや不登
校、さらには発達障害について考えます。

生越　達（大学院教育学研究科教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505367号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】幼児教育の現状と課題
（新展開）

・新幼稚園教育要領の基本的な方向性について、社会情勢
の変化（幼児教育の無償化、子ども・子育て支援制度施行、
幼児教育の重要性への認識の高まり、保護者支援の重要
性、保幼小連携の必要性、茨城県の取組み）を踏まえ概説
する。
・今後の幼児教育のあり方について、特に保幼小接続・連
携について検討する。
・養護教諭や栄養教諭も含めたそれぞれの立場から総合的
に理解し、これからの教育を考える視点とする。

神永　直美（教育学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月14日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 60人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505368号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】幼児教育の現状と課題
（新展開）

・新幼稚園教育要領の基本的な方向性について、社会情勢
の変化（幼児教育の無償化、子ども・子育て支援制度施行、
幼児教育の重要性への認識の高まり、保護者支援の重要
性、保幼小連携の必要性、茨城県の取組み）を踏まえ概説
する。
・今後の幼児教育のあり方について、特に保幼小接続・連
携について検討する。
・養護教諭や栄養教諭も含めたそれぞれの立場から総合的
に理解し、これからの教育を考える視点とする。

神永　直美（教育学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月2日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505369号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html
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令和２年度(第２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

茨城大学
【選択】幼児教育の現状と課題
（新展開）

・新幼稚園教育要領の基本的な方向性について、社会情勢
の変化（幼児教育の無償化、子ども・子育て支援制度施行、
幼児教育の重要性への認識の高まり、保護者支援の重要
性、保幼小連携の必要性、茨城県の取組み）を踏まえ概説
する。
・今後の幼児教育のあり方について、特に保幼小接続・連
携について検討する。
・養護教諭や栄養教諭も含めたそれぞれの立場から総合的
に理解し、これからの教育を考える視点とする。

神永　直美（教育学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年11月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505370号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】小学校英語教育（新展
開）

この講習は小学校外国語活動・外国語科の指導、小学校英
語教育の課題、児童指導、教育内容の充実を目指します。
この講習を通して、学級担任が小学校英語教育に取り組め
るような態度を養おうとします。

猪井　新一（教育学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月14日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505371号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学

【選択】発話の背後にある意味を
探る/English Teaching 
Techniques (英語授業の手法)
（新展開）

日常生活における会話において相手の発話を正しく理解す
るためには、その発話の背景や前提について正しく知って
いなければならない。背景や前提に基づいて発話の解釈を
探る英語学の分野を語用論と言い、語用論を学ぶことは英
語コミュニケーションを実践する上で非常に重要である。本
講習の前半では、日常で起こりうる発話等を通じて語用論
に触れ、英語の理解を深めることを目的とする。後半は英語
コミュニケーションに焦点を当て、日本人学習者に多い誤
り、米国の文化、初級者向けの言語活動などについて講義
や演習を通して学ぶ。

安原　正貴（教育学部講師）
トゥール　ティモシー・デニス（非常勤講師）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月2日 教諭
小・中・高教諭

（英語）
6,000円 50人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505372号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】デザインの新展開／図画
工作科・美術科教育の新展開
（新展開）

午前）現代における映像メディアを取りまく表現を視覚伝達
デザインの観点から学びます。あわせて、映像メディアの
小・中・高の教育への展開の可能性を探ります。
午後）【前半】・見て描くことの指導法と理論を演習と講義で
学びます。
午後）【後半】・成長に合わせた美術作品の鑑賞指導法と理
論を演習と講義で学びます。

島田　裕之（教育学部教授）
小口　あや（教育学部助教）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月2日 教諭
小・中・高教諭
（図工・美術・工

芸）
6,000円 30人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505373号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】英語文学・文化事情の理
解と英語教科書の活用（アメリカ
文化/イギリス文化）（新展開）

本講習では、多文化共生社会の本質と問題点を理解するた
めの一助として、特に古今の英語圏文化における文化事象
を具体的な事例をもとに学ぶ。午前中のアメリカ文化では、
大衆文化を通してアメリカ史を検討し、関係する文学・音楽・
美術などを関わらせたテーマとする。午後のイギリス文化で
は、生徒に馴染みのあるイギリス発祥のスポーツ紹介と児
童文学を主なテーマにする。本講習は教育現場ですぐに利
用できる文化的話題も提供し、異文化理解教育という観点
から教科書をより有効に活用する方法を習得する。

君塚　淳一（教育学部教授）
小林　英美（教育学部教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中・高教諭（英

語）
6,000円 40人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505374号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】言語活動と語彙/言葉を
理解するということ（新展開）

国語の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、前半は語彙を拡充する様々な言語活動を通して、
これからの国語教育の姿を探ります。後半は言葉を理解す
るという人間にとって根本的な営為について、教科書教材
や俳句等に用いられた普通の言葉を共有しながら考察しま
す。

鈴木　一史（教育学部准教授）
川嶋　秀之（教育学部教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小・中・高教諭

（国語）
6,000円 50人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505375号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】小学校プログラミング教
育（新展開）

小学校プログラミング教育に関する現状と今後の展望につ
いて、先進的な実践事例、日常的な実践事例をもとに講義
する。また、実際にWeb上のプログラミング学習サービスや
ロボティクス教材を使用し、演習を交えて今後の小学校プロ
グラミング教育の在り方を検討する。なお、受講対象は全校
種の教員であるが、内容はあくまでも小学校プログラミング
教育とする。

小林　祐紀（教育学部准教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505376号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html
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令和２年度(第２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

茨城大学 【選択】絵画の新展開（新展開）

図画工作科・美術科教育における「絵画」領域について、特
に表現における様々な実践例を紹介し、指導法についての
考察を行う。
また、絵画の専門的知見を交えた講義・演習により、絵画表
現についての理解を深めるとともに、教科指導への展開を
図る。

片口　直樹（教育学部准教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月24日 教諭
小・中・高教諭
（図工・美術・工

芸）
6,000円 30人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505377号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】言葉を楽しみ言葉をみが
く国語科の授業づくり/書字に関
する学習指導を考える（新展開）

国語の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、前半は「言葉を楽しみ言葉をみがく」をキーワードと
して国語科授業を見直し、その観点から具体的な教材を用
いて教材研究と授業構想を試みます。後半は書字の基本と
その定着のための指導方法や入門期のひらがな指導や水
筆を用いた指導法を取り上げます。

昌子　佳広（全学教職センター教授）
齋木　久美（教育学部教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小・中・高教諭(国

語）
6,000円 50人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505378号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】身体コミュニケーション＆
コーチング（新課題）

本学人文社会科学部でコーチングの研究・教育に携わって
いる講師が、児童生徒の心身の発達や人間形成上の課題
を踏まえ、前半はコミュニケーションの媒体として身体の持
つ意味を非言語コミュニケーションを理解することから考え、
後半はコーチングの基本を学び、各種ワークを用いて学校
現場でのコーチングについて講じる。

加藤　敏弘（人文社会科学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505379号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】身体コミュニケーション＆
コーチング（新課題）

本学人文社会科学部でコーチングの研究・教育に携わって
いる講師が、児童生徒の心身の発達や人間形成上の課題
を踏まえ、前半はコミュニケーションの媒体として身体の持
つ意味を非言語コミュニケーションを理解することから考え、
後半はコーチングの基本を学び、各種ワークを用いて学校
現場でのコーチングについて講じる。

加藤　敏弘（人文社会科学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505380号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】身体コミュニケーション＆
コーチング（新課題）

本学人文社会科学部でコーチングの研究・教育に携わって
いる講師が、児童生徒の心身の発達や人間形成上の課題
を踏まえ、前半はコミュニケーションの媒体として身体の持
つ意味を非言語コミュニケーションを理解することから考え、
後半はコーチングの基本を学び、各種ワークを用いて学校
現場でのコーチングについて講じる。

加藤　敏弘（人文社会科学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年11月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505381号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】電子メディアの教育活用
（新課題）

インターネット上で流通しているデータ・情報・コンテンツやパ
ソコン・スマートフォンなどの電子メディアを教育の場で活用
する方法について、講義・グループワーク・対話を交えなが
ら受講者全員で考えることを目的とする。近年の電子メディ
ア環境の動向や事例として、電子書籍、SNS、AR、VR、AI、
IoT、Society5.0などを取り上げる予定である。

菅谷　克行（人文社会科学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月27日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 50人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505382号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】複素数と四元数に関する
講習/解析学に関する講習（円周
率の計算等）（新課題）

前半は「複素数と四元数」についてで、実数と数直線、複素
数と複素数平面の対応や、それぞれの数の加法や乗法の
図形的意味を復習した後、空間に対応する数は何か？を問
題にして、「四元数」について考える。後半は、古代から続い
ている「円周率の計算」を取り上げて、無限級数や数列を用
いる解析学の登場により、円周率の計算がどのようになっ
て行ったかを考える。

木村　真琴（理学部教授）
下村　勝孝（理学部教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中・高教諭（数

学）
6,000円 30人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505383号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】言葉を楽しみ言葉をみが
く国語科の授業づくり/文学性を
育む国語教育（新展開）

国語の教科指導、生徒指導、教科内容の充実を目指すこの
講習は、前半は「言葉を楽しみ言葉をみがく」をキーワードと
して国語科授業を見直し、その観点から具体的な教材を用
いて教材研究と授業構想を試みます。後半は日本近代文学
を題材にして、その解釈を通して文学的な読み方を学び、書
かれている内容から文学性を育む国語教育について考察し
ます。

昌子　佳広（全学教職センター教授）
宮﨑　尚子（教育学部准教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年6月21日 教諭
小・中・高教諭

（国語）
6,000円 50人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505384号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html
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令和２年度(第２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

茨城大学
【選択】発達障害の二次障害に対
する理解と支援（新課題）

発達障害の二次障害に対する理解を深めるとともに、具体
的な支援の実際について学ぶ。
特に、通常の学級に在籍する発達障害が疑われる園児・児
童・生徒に対する支援について、二次障害予防に関する解
説や、支援に関わる学内外組織との連携、保護者や関係者
との情報共有の実践について学んでいく。

矢嶋　敬紘（全学教育機構講師） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月14日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505385号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】発達障害の二次障害に対
する理解と支援（新課題）

発達障害の二次障害に対する理解を深めるとともに、具体
的な支援の実際について学ぶ。
特に、通常の学級に在籍する発達障害が疑われる園児・児
童・生徒に対する支援について、二次障害予防に関する解
説や、支援に関わる学内外組織との連携、保護者や関係者
との情報共有の実践について学んでいく。

矢嶋　敬紘（全学教育機構講師） 茨城県水戸市 6時間 令和2年6月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505386号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】発達障害の二次障害に対
する理解と支援（新課題）

発達障害の二次障害に対する理解を深めるとともに、具体
的な支援の実際について学ぶ。
特に、通常の学級に在籍する発達障害が疑われる園児・児
童・生徒に対する支援について、二次障害予防に関する解
説や、支援に関わる学内外組織との連携、保護者や関係者
との情報共有の実践について学んでいく。

矢嶋　敬紘（全学教育機構講師） 茨城県水戸市 6時間 令和2年11月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505387号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学 【選択】「食の安全」に関する科学

本講習では、「食の安全」をキーワードに、科学的なトピック
スを提供します。まず、食の安全と規制との関係についてお
話しするとともに、食品の化学分析がどのように行われるか
をご説明します。ついで、最近話題の「ゲノム編集食品」に
ついて、作出原理などを含む科学的な背景をご紹介した上
で、その安全性について考えます。さらに、講習終盤では、
簡単な実験を通して、「食品添加物の分析」を体験していた
だきます。

中平　洋一（農学部准教授）
鎗田　孝（農学部准教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小・中・高教諭
（理科・農業）

6,000円 30人
令和2年3月20日～

令和2年4月3日

令02-
10015-
505388号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

茨城大学
【選択】児童生徒の命を守る学校
防災（新課題）

学校防災マニュアルの手引きにおける「命を守る」の項を中
心に、想定を超える自然災害に対しても児童・生徒の「命を
守る」ための実践力が身につくように講義をすすめる。東日
本大震災における避難の成功例と失敗例をわかりやすく解
説し、局面で必要となる応用力を考察する。受講者全員によ
るグループ演習も実施して講義内容の理解を深めながら、
自然災害から「命を守ることができる学校」を考えていく。

信岡　尚道（工学部教授） 茨城県水戸市 6時間 令和2年8月2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 60人

令和2年3月20日～
令和2年4月3日

令02-
10015-
505389号

029-228-8068
https://www.ibaraki.ac.j
p/local/recurrent/licen
se/index.html

筑波大学 【選択】里山探検隊

教育基本法には教育の目標の1つとして、「生命を尊び、自
然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと」と記
載されています。これを達成するためには、教員が身近な自
然環境や生き物（食物を育てる環境や食物としての生き物も
含む）についてよく理解している必要があります。本講習で
は、植物・昆虫・菌類の専門家と1日の行動をともにすること
により、身近な生き物の見方を学びます。

澤村　京一（生命環境系・准教授）
中山　剛（生命環境系・准教授）
戒能　洋一（生命環境系・教授）
山岡　裕一（生命環境系・教授）
岡根　泉（生命環境系・准教授）
八畑　謙介（生命環境系・講師）
古川　誠一（生命環境系・准教授）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月18日 教諭
全学校種　理科

教諭
6,000円 50人

令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505710号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【選択】附属中学校実践演習

講習テーマ【中等教育における授業研究】
主に中学校において各教科を担当されている教員を対象と
した講座です。当日、教育に関する講義を聴講した後、本校
の授業を参観し、その実践報告をもとに、研究協議や分析
を行い、授業内容や指導方法等についての考察を深めてい
きます。各教科の教材研究、授業計画、授業の工夫等さま
ざまな内容に触れながら、教科教育における教師力の向上
をめざします。

升野　伸子（筑波大学附属中学校　副校長）
新井　直志（筑波大学附属中学校　主幹教諭）

東京都文京区 6時間 令和2年6月27日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教
育・特別支援

（小・中・高）学校
教諭

6,000円 60人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505711号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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令和２年度(第２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

筑波大学
【選択】実習と実験による役に立
つ防災教育（土木学会との共催）

東日本大震災以来、学校における防災教育の充実が叫ば
れています。この講習は、実験や防災体験学習施設（そな
エリア東京）での実習などを通して、地震・津波・洪水などの
自然災害の起こり方の基本を押さえた上で、日頃からどの
ように準備をし、どのように立ち向かうのかなどの防災の心
構えを学習します。

谷口　綾子（システム情報系・教授） 東京都江東区 6時間 令和2年8月18日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教
育・特別支援

（小・中・高）学校　
社会科教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505712号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【選択】附属小学校実践演習

【初等教育の授業と理論を学ぶ】
　午前は国語，午後は保健体育科について授業を行い，終
了後に授業者がその教科の課題と授業方法について講義
を行います。
　そこでは，教材研究の仕方，学習意欲と問題意識の持た
せ方，発問と板書の仕方，評価の仕方などの授業の作り方
を具体的に講義します。
　そして，講義の内容に即して筆記試験を実施し、評価を行
います。
　従って，参観者は二つの授業を参観できます。

白坂　洋一（筑波大学附属小学校　教諭）
平川　譲（筑波大学附属小学校　教諭）

東京都文京区 6時間 令和2年6月20日 教諭

小・中・義務教
育・中等教育
（中）特別支援
（小・中）学校教
諭　国語科又は
保健体育科の授
業を指導した経
験がある教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505713号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【選択】附属小学校実践演習

【初等教育の授業と理論を学ぶ】
　午前は算数，午後は家庭科について授業を行い，終了後
に授業者がその教科の課題と授業方法について講義を行
います。
　そこでは，教材研究の仕方，学習意欲と問題意識の持た
せ方，発問と板書の仕方，評価の仕方などの授業の作り方
を具体的に講義します。
　そして，講義の内容に即して筆記試験を実施し評価を行い
ます。
　従って，参観者は二つの授業を参観できます。

大野　桂（筑波大学附属小学校　教諭）
横山　みどり（筑波大学附属小学校　教諭）

東京都文京区 6時間 令和2年7月4日 教諭

小・中・義務教
育・中等教育

（中）・特別支援
（小・中）学校教
諭、算数科又は
家庭科の授業を
指導した経験が

ある教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505714号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【選択】附属小学校実践演習

【初等教育の授業と理論を学ぶ】
　午前は理科，午後は音楽科について授業を行い，終了後
に授業者がその教科の課題と授業方法について講義を行
います。
　そこでは，教材研究の仕方，学習意欲と問題意識の持た
せ方，発問と板書の仕方，評価の仕方などの授業の作り方
を具体的に講義します。
　そして，講義の内容に即して筆記試験を実施し評価を行い
ます。
　従って，参観者は二つの授業を参観できます。

辻　健（筑波大学附属小学校　教諭）
中島　寿（筑波大学附属小学校　非常勤講師）

東京都文京区 6時間 令和2年9月12日 教諭

小・中・義務教
育・中等教育

（中）・特別支援
（小・中）学校教
諭、理科又は音
楽科の授業を指
導した経験があ

る教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505715号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】簡単にヴィジュアルプログ
ラミング～楽しみながら魅力的な
教材をつくろう～

誰でも手軽に使える教育用プログラミング言語「Processing」
の基本を，約半日の実習を通して身につけてもらいます。
Processing は綺麗なヴィジュアルの教材等の作成に向いて
おり，直感的な理解が可能です。文系でプログラミングをし
たことのない人も歓迎します。またご自身で授業の魅力的な
副教材を作りたい人にもお薦めです。この講習に参加して，
ご自身の授業の「引き出し」を，一つ増やしてみませんか？

善甫　啓一（システム情報系・助教）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月18日 教諭 全教諭 6,000円 60人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505716号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【選択】稲と米のはなし

日本人にとって最も身近な作物であるイネを題材として、植
物としての稲から食料としての米までの成り立ちを理解して
いただきます。実際の水田での稲の観察から作物としての
稲の特徴と水田環境を学び、また、脱穀、籾すりの過程を通
じて食べることにより食料としての米の品質とその利用法に
ついて実習します。イネ栽培の基礎、形態調査の基本を学
ぶことは、特に栄養教諭においては食育の観点から重要で
すし、幼・小・中の教育現場で広く利用されているバケツイネ
のより有効な活用にも役立ちます。

加藤　盛夫（生命環境系・助教）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月11日
教諭

栄養教
諭

幼稚園・小・中・
義務教育・中等
教育（中）・特別
支援（幼稚園・

小・中）学校　理
科・技術科・家庭
科・保健体育科
教諭、栄養教諭

6,000円 20人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505717号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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令和２年度(第２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

筑波大学
【選択】総合学習に取り入れる栽
培学習

初等中等教育で実施する総合学習の中に、作物の栽培学
習を取り入れることを想定し、教員が栽培学習を実践するた
めに必要となる基礎知識と応用技術の習得を目標としま
す。本講習では冬作物である麦類、夏作物である雑穀の栽
培を想定して、栽培作業の行い方から作物の観察や調理ま
で、いくつかのバリエーションを考慮しながら受講者が新た
な総合学習に取り組めるようになることを想定して実施しま
す。本講習により、1人でも多くの教員が作物栽培を総合学
習に取り入れ、食農教育を実践できるようになることを期待
しています。

林　久喜（生命環境系・教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月19日
教諭

栄養教
諭

小・中・義務教
育・中等教育

（中）・特別支援
（小・中）学校教
諭、栄養教諭

6,000円 20人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505718号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】イタズラ実験オモシロ工
作

合言葉は「理科しよう」。身近な素材を利用した実験や工作
が、最先端のサイエンスにつながります。児童生徒が、身の
回りの不思議に興味を持ち、考え、理論や知識を応用でき
るよう、理科的な事柄を体感するセンスを学びませんか。理
科は苦手という先生から、昆虫少年がそのまま大人になっ
た先生まで、いっしょに理科しましょう！なお、本講習は簡単
な工作や実験に物事の本質が隠れていることを認識するこ
とと同時に、理科が他の教科や生活とどのように関連してい
るかを知ることを目的とするため、理科教諭以外も対象とし
ます。

野村　港二（生命環境系・教授）
八畑　謙介（生命環境系・講師）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年6月21日 教諭 全教諭 6,000円 48人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505719号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【選択】リスクを扱う科学的方法

社会現象の中には、リスクを工学的に捉え、解析し、その現
象を解明する方法が必要とされる場合があり、日常のリスク
に直面した際の対処の考え方や方法は、教員だけでなく子
供達にも求められている。また、急速に情報化が進展する
社会の中で、必要な情報活用能力を各学校段階・各教科の
学習を通じて体系的に育成する重要性が高まっている。本
講義では、種類が増え、範囲が広がっているリスク特有の
不確定性にどう対処すべきか、リスク分析の観点からの統
計科学的アプローチと精度保証付き数値計算の立場から、
リスクのクスリ（薬）となり得る方法論の概略を講義する。前
半は、統計的アプローチ、後半は精度保証付き数値計算に
ついて述べる。

イリチュ　美佳（システム情報系・教授）
高安　亮紀（システム情報系・助教）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月4日 教諭 全教諭 6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505720号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【選択】附属高等学校実践演習

【充実した教科教育をめざして】本校の研究大会と同時開催
の形で行います。国語、地歴・公民、数学、理科（物理）、英
語、保健体育、美術の各教科とも、１時間又は２時間の研究
授業を参観していただき、その後の分科会では、前半は研
究授業についての意見交換を行い、後半は教科ごとのテー
マに沿って協議し、指導方法や授業の工夫などについて検
討していきます。

熊田　亘（筑波大学附属高等学校　副校長）
中塚　義実（筑波大学附属高等学校　主幹教
諭）

東京都文京区 6時間 令和2年12月5日 教諭

中・高・中等教
育・特別支援

（中・高）学校　国
語科・地理歴史
科・公民科・数学
科・理科・英語

科・保健体育科・
美術科教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年6月26日

令02-
10016-
505721号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】国語科における教育課程
の動向と対話活動の充実

国語科における教育内容はいくつかの選択肢から選び取る
という過程を経て決定されていると考えることができます。
その選択の論理について、過去の学習指導要領の展開か
ら検討するとともに、現在の教育課程における国語科の理
念と実践上の課題を「言語活動例」や対話活動やコミュニ
ケーション能力を主な手がかりにして考えます。
国語教育に関心のある小学校から高等学校までの教員を
対象として想定しています。なお、午後の対話活動はワーク
ショップ形式ですので積極的な参加が望まれます。

甲斐　雄一郎（人間系・教授）
長田　友紀（人間系・准教授）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月4日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教育
学校　国語科教

諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505722号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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令和２年度(第２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

筑波大学
【選択】歴史と公民を切り口に、
社会科教育の学びを考える

本講習は主に社会科教育の歴史と公民に関する内容を扱
います。本講習の前半は、隣国理解を軸とした朝鮮半島の
歴史及び日本との関係史について、歴史学習とともに考え
ていきます。講習の後半は、公民的分野を中心に、主体的・
対話的で深い学びの場を作っていくための、発問の工夫や
授業づくりの方法などの実践的な内容を扱います。

國分　麻里（人間系・准教授）
升野　伸子（筑波大学附属中学校　副校長）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月5日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教
育・特別支援

（小・中・高）学校　
社会科・地理歴
史科・公民科教

諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505723号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】身近な地域の理解におけ
るGIS（地理情報システム）の活
用

GISを身近な地域の理解，調査，学習にどのように利用でき
るかを学び考えることを目的とする。具体的には、無料で使
えるGISの使い方やデータ取得の仕方の講義と実習を行
い，教材作成への活用手法を考える。

森本　健弘（生命環境系・講師）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月4日 教諭

中・義務教育
（中）・高・中等教
育学校　社会科・
地理歴史科教諭

6,000円 25人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505724号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】世界の授業，日本の授業
－国際比較を通してみる日本の
算数・数学授業

教育という社会的・文化的な営みを研究するために，異なる
文化の下で行なわれる他国の教育実践と比較・対比するこ
とがあります。本講習では，算数・数学授業の国際比較研究
の知見を概観し，他国との比較を通して浮き彫りになる日本
の授業の優れた面を探るとともに，先人の努力によって長
い年月をかけて蓄積されてきた授業改善の工夫の意義を見
直します。授業ビデオの視聴による他国と日本の授業の比
較を行うとともに、授業について教師が用いる際に用いられ
る語彙群（「授業レキシコン」）についても検討し、日本に固
有の営みである授業研究の意義について理解します。

清水　美憲（人間系・教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月5日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教育
学校　算数科・数

学科教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505725号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】理科好きな子どもを育て
る授業

国内外の調査結果から日本の子どもの理科学力の現状や
理科教育の問題点とその原因の一端を明らかにし、それを
踏まえつつ、現代理科教育の目的・目標の変化を確認し、
理科好きを育てる理科授業作りや評価の視点を具体例に即
して探る。講義形式を基本とするが、討論・意見交換の機会
を設けたい。なお本講習は、学校教育全体を通して理科好
きな子どもの裾野の拡大を図る観点から、理科以外の教諭
も対象とする。

山本　容子（人間系・助教）
遠藤　優介（人間系・助教）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年6月21日 教諭 全教諭 6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505726号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】特別なニーズのある子ど
もの理解と支援

通常の学級における特別支援教育では，保健や栄養を含
め学校における行動問題・学習問題・精神面の問題への理
解と支援，周囲の理解と啓発，それらを支える校内外の支
援体制の整備について，包括的に考えることが重要です。
本講習では，一人一人のニーズに応じた支援の在り方につ
いて，講義及び模擬事例等を用いた支援の実際に関するグ
ループ討議を通して学びます。

園山　繁樹（島根県立大学　人間文化学部・教
授）
米田　宏樹（人間系・准教授）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年6月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小・中・
義務教育・高・中
等教育・特別支
援学校教諭、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 50人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505727号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】特別なニーズのある子ど
もの理解と支援

通常の学級における特別支援教育では，保健や栄養を含
め学校における行動問題・学習問題・精神面の問題への理
解と支援，周囲の理解と啓発，それらを支える校内外の支
援体制の整備について，包括的に考えることが重要です。
本講習では，一人一人のニーズに応じた支援の在り方につ
いて，講義及び模擬事例等を用いた支援の実際に関するグ
ループ討議を通して学びます。

佐々木　銀河（人間系・准教授）
岡崎　慎治（人間系・准教授）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小・中・
義務教育・高・中
等教育・特別支
援学校教諭、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 50人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505728号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】特別なニーズのある子ど
もの理解と支援

通常の学級における特別支援教育では，保健や栄養を含
め学校における行動問題・学習問題・精神面の問題への理
解と支援，周囲の理解と啓発，それらを支える校内外の支
援体制の整備について，包括的に考えることが重要です。
本講習では，一人一人のニーズに応じた支援の在り方につ
いて，講義及び模擬事例等を用いた支援の実際に関するグ
ループ討議を通して学びます。

柘植　雅義（人間系・教授）
岡崎　慎治（人間系・准教授）

東京都文京区 6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小・中・
義務教育・高・中
等教育・特別支
援学校教諭、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 50人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505729号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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令和２年度(第２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

筑波大学 【選択】触って考える数学

小・中・高等学校で扱う基本立体を中心に、作ること・見るこ
と・触ることを通して、そこに潜む数学的性質を捉え実感す
ることを目指します。特に見ること・触ることの特徴の違いに
注目することで、数学的な理解が深まる過程を、演習と講義
を通して、感覚的に捉えます。

内田　智也（筑波大学附属視覚特別支援学校　
教諭）
清和　嘉子（筑波大学附属視覚特別支援学校　
教諭）
丸山　訓英（筑波大学附属視覚特別支援学校　
教諭）

東京都文京区 6時間 令和2年8月21日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教
育・特別支援

（小・中・高）学校　
数学科教諭

6,000円 20人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505730号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】エクセルとフリーソフトＲを
用いたやさしい統計教材の作成

中学校・高等学校の新学習指導要領の範囲内で統計の基
本的な内容を学び，パソコンを用いて統計教材のやさしい作
り方を学びます。エクセルとフリーソフトＲを利用し，ヒストグ
ラム・度数多角形・累積度数多角形・箱ひげ図・散布図・分
布関数などを簡単に描く方法を習得します。フリーソフトＲの
使用経験は全くなくても大丈夫で，講師が作成したプログラ
ムを利用します。フリーソフトＲはUSBメモリにインストールさ
れているものを当日配布し，エクセルの教材も含めて明日
からすぐにでも使える教材を持ち帰ることができます。

川﨑　宣昭（筑波大学附属高等学校　教諭） 東京都文京区 6時間 令和2年8月20日 教諭

中・義務教育
（中）・高・中等教
育学校　数学科

教諭

6,000円 25人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505731号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】視覚に障害のある児童・
生徒への様々なサポート

見えない・見えづらい児童・生徒に対するサポートについ
て、点字や視覚障害者の誘導法、ロービジョンの疑似体験
などの実践を通して考えていきます。

江村　圭巳（筑波大学附属視覚特別支援学校　
教諭）
明比　庄一郎（筑波大学附属視覚特別支援学
校　教諭）

東京都文京区 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 16人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505732号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学

【選択】授業のユニバーサルデザ
イン化を考える　―見える子も、
見えない子も一緒に学ぶために
―

本講習では、見えない、見えにくいとはどのような状況なの
かを体験してもらうとともに、視覚特別支援学校で使われて
いる教材・教具や指導法を紹介し、視覚に障害のある児童
が通常学級で学習するときに、どのような工夫や手立て、支
援をすれば、共に活動し、学びを深めることができるかを探
ります。また、身近な材料を使って、作製できる教材を実際
に作ってみます。視覚だけでなく、触覚や聴覚などを働かせ
て、理解を促進する教材のよさを知るとともに、教材づくりの
奥深さや楽しさを体感していただきます。

山田　毅（筑波大学附属視覚特別支援学校　教
諭）
浅野　慎子（筑波大学附属視覚特別支援学校　
教諭）
中村　里津子（筑波大学附属視覚特別支援学
校　教諭）

東京都文京区 6時間 令和2年8月19日 教諭

小・中・義務教
育・特別支援

（小・中）学校教
諭

6,000円 12人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505733号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学

【選択】見えにくさ・わかりにくさへ
の配慮って何だろう？ー拡大教
科書や教材・書籍のアクセシビリ
ティなど学習環境・読書環境の整
備について考えるー

障害者差別解消法では、公的機関での「合理的配慮」を義
務づけています。弱視児童生徒への拡大教科書の保障は
ある程度確保されてきましたが、教材や試験問題において
は十分とはいえませんし、他の障害のある子どもへの配慮
については、今後の大きな課題です。
また、昨年成立した読書バリアフリー法においても、視覚障
害者等が利用しやすい書籍等の充実や、円滑な利用のた
めの支援の充実がうたわれています。
この講習では、前半で障害や拡大教科書について学び、後
半で教科書以外の書籍や電子書籍のアクセシビリティにつ
いて学びます。

宇野　和博（筑波大学附属視覚特別支援学校　
教諭）
成松　一郎（有限会社　読書工房　代表取締
役）

東京都文京区 6時間 令和2年8月20日
教諭

養護教
諭

小・中・義務教
育・高・中等教
育・特別支援

（小・中・高）学校
教諭、養護教諭

6,000円 16人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505734号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】幼稚園や小中学校等に在
籍する気になる子への支援～発
達障害に焦点を当てて～

発達障害の子どもの特性に配慮した授業は、すべての子ど
もにとってわかりやすい授業です。本講習では、発達障害の
子どもの抱える困難についての疑似体験、現場で活用でき
る具体的な教材教具の紹介、授業改善と学校力の向上、イ
ンクルーシブな教育、等に視点をあて講義・演習を行いま
す。また、肢体不自由や視覚障害、聴覚障害のある子ども
たちへの支援についても触れていきます。

若井　広太郎（筑波大学附属大塚特別支援学
校　教諭）
森澤　亮介（筑波大学附属大塚特別支援学校　
教諭）
加藤　隆芳（筑波大学附属桐が丘特別支援学
校　教諭）
半沢　康至（筑波大学附属聴覚特別支援学校　
教諭）
宮﨑　善郎（岡山大学　教育学研究科・准教授）

東京都文京区 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 60人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505735号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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筑波大学 【選択】響き合うアンサンブル

リコーダーアンサンブル、管弦楽器のアンサンブル、そして
ピアノを含んだ室内楽をご一緒に実習し学ぶことを考えてい
ます。アンサンブルの要素として、呼吸、色合い、リズム感な
ど多く挙げられますが、意識しながらとにかく実践あるのみ
で、音楽的な１日になることを主旨とします。また、このよう
な経験が、現場に生かせるよう、音楽のコミュニケーションを
言語化するトレーニングも合わせて取り入れていきます。

岩城　美智子（筑波大学附属視覚特別支援学
校　教諭）

東京都文京区 6時間 令和2年8月20日 教諭

幼稚園・小・中・
義務教育・高・中
等教育・特別支

援学校教諭

6,000円 20人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505736号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】リハビリテーションの理論
と実際

午前は講義形式で、医学的リハビリテーションに関する各論
についてお話します。内容は三つのリレー講義の形式で行
います。①医学的リハビリテーションの福祉、学校、地域へ
の広がり②小児疾患に関わるリハビリテーション③学校保
健での運動器疾患について知識の習得を目指します。午後
は実技を中心にご指導いたします。車いすや杖等のリハビ
リテーション器具の扱い方、身体障害者の介助法、呼吸器
疾患の介助法について体験していただきます。

山中　利明（筑波大学附属視覚特別支援学校　
教諭）
工藤　康弘（筑波大学附属視覚特別支援学校　
教諭）

東京都文京区 6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505737号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】東洋医学的アプローチに
よる生徒の健康管理

本講習では、東洋医学的治療の基本的考え方を通して、生
徒が訴える様々な症状（肩こり・腰痛・胃腸障害・月経異常・
不眠・スポーツによる傷害等）に対する見方について学んで
いきます。さらに、学校における生徒の健康管理に対する東
洋医学の可能性について考えていきます。講義では、専門
用語を極力避け、人体模型などを観察しながら説明し、鍼・
灸・マッサージの実演などを通じて、より具体的・体験的に講
習を進めます。

高橋　智（医学医療系・教授） 東京都文京区 6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 21人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505738号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】楽しく学ぶやさしい天気予
報活用術

 教育活動では、天気に左右される行事の計画や安全・健康
（養護・栄養教諭など）に関する指導が必要です。天気予報
の活用、意外と知らない雷の知識、日本の四季の美しさとそ
の理解など、教育活動、防災・健康・環境教育に気象の知
識を生かす方法を映像や動画・音楽で楽しくわかりやすく学
べます。 やさしい講義・演習・話し合い活動で天気を予想す
る活動があり、防災アプリ等防災情報を入手する方法も学
べます。防災教育の一つとして東日本大震災について現場
で取材した映像を交えて報告します。

川﨑　宣昭（筑波大学附属高等学校　教諭）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505739号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】楽しく学ぶやさしい天気予
報活用術

 教育活動では、天気に左右される行事の計画や安全・健康
（養護・栄養教諭など）に関する指導が必要です。天気予報
の活用、意外と知らない雷の知識、日本の四季の美しさとそ
の理解など、教育活動、防災・健康・環境教育に気象の知
識を生かす方法を映像や動画・音楽で楽しくわかりやすく学
べます。 やさしい講義・演習・話し合い活動で天気を予想す
る活動があり、防災アプリ等防災情報を入手する方法も学
べます。防災教育の一つとして東日本大震災について現場
で取材した映像を交えて報告します。

川﨑　宣昭（筑波大学附属高等学校　教諭）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505740号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】楽しく学ぶやさしい天気予
報活用術

 教育活動では、天気に左右される行事の計画や安全・健康
（養護・栄養教諭など）に関する指導が必要です。天気予報
の活用、意外と知らない雷の知識、日本の四季の美しさとそ
の理解など、教育活動、防災・健康・環境教育に気象の知
識を生かす方法を映像や動画・音楽で楽しくわかりやすく学
べます。 やさしい講義・演習・話し合い活動で天気を予想す
る活動があり、防災アプリ等防災情報を入手する方法も学
べます。防災教育の一つとして東日本大震災について現場
で取材した映像を交えて報告します。

川﨑　宣昭（筑波大学附属高等学校　教諭）
東京都世田谷
区

6時間 令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505741号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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令和２年度(第２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

筑波大学
【選択】附属視覚特別支援学校
実践演習

【視覚に障害のある幼児・児童・生徒の学びを肌で感じよう
～授業参観・触って学ぶ体験・スポーツ体験～】
授業参観を通して、視覚に障害のある幼児・児童・生徒の指
導上の配慮・工夫などについて理解を深めていただきます。
また、「触ってわかる」体験や「音を聴いて動く」スポーツ体験
を通して、触覚や聴覚などの感覚から得られる情報をいか
に活用していくのか、楽しみながら学んでいただきます。

石井　裕志（筑波大学附属視覚特別支援学校　
副校長）
中田　ちずか（筑波大学附属視覚特別支援学
校　教諭）
青松　利明（筑波大学附属視覚特別支援学校　
教諭）

東京都文京区 6時間 令和2年6月20日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小・中・
義務教育・高・中
等教育・特別支
援学校教諭、養

護教諭

6,000円 24人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505742号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【選択】附属高等学校実践演習

【充実した教科教育をめざして】土曜日に行っている１・２学
年の授業を、２時間参観していただきます。その後、教科ご
との分科会では、公開授業についての意見交換や、授業方
法についての協議、授業の工夫についての紹介など、より
よい授業作りのための話し合いを行います。

熊田　亘（筑波大学附属高等学校　副校長）
岡部　玉枝（筑波大学附属高等学校　主幹教
諭）
石隈　利紀（東京成徳大学　応用心理学部・教
授）

東京都文京区 6時間 令和2年6月27日 教諭

中・高・中等教
育・特別支援

（中・高）学校　国
語科・理科・英語

科教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505743号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】書写指導～児童・生徒の
文字への関心を高めるために～

字を書くには先づ字を知らなければならない。漢字平仮名
の成り立ちと仕組みとを説明する。楷書では毛筆の筆運び
が硬筆に直結する。毛筆の特性を知って筆運びの基本、例
えば筆は必ず立てて運ぶなどを理解する必要がある。悪筆
の原因の大なるものは楷書の速書にあるので、行書の実技
も積極的に取り入れる。毛筆指導に自信をもって臨める知
識と技術とを得られるようにしたい。

鹽谷　健（公益財団法人斯文会　文化講座講
師）
小倉　太郎（非常勤講師）

東京都世田谷
区

6時間 令和2年8月24日 教諭

幼稚園・小・中・
義務教育・中等
教育（中）・特別
支援（幼・小・中）
学校　国語科教

諭

6,000円 24人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505744号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】漢文訓読～高等学校国
語での漢文教材の工夫と有効活
用～

漢字の話から始め、次に二字熟語、四字熟語を用いて、漢
文訓読において最も重要な語順について説明する。二字熟
語、四字熟語は日常のあらゆる文章にあり、教材として利便
性は高く、漢文訓読の応用に役立つものである。読解にお
いては文脈把握が重要であり、語法に関しては其の意義を
理解することが重要である。其の要点を講じ、考査の実例を
示して、漢文訓読の基礎学習に自信をもって臨める知識方
法を得られるようにしたい。

鹽谷　健（公益財団法人斯文会　文化講座講
師）

東京都世田谷
区

6時間 令和2年8月22日 教諭

高・中等教育
（高）・特別支援
（高）学校　国語

科教諭

6,000円 30人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505745号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】演劇の専門家とつくる教
室

本校生徒を交え、他者との関わりを通じて、「発見」をし続け
る講座です。演出家・劇作家・俳優と協働して開発した、授
業や生徒指導に生かせるプログラムを本校生徒と一緒に体
験します。コミュニケーションをうながし、人間関係をほぐし、
体験を通して学力を高め、学校生活を豊かにするためのヒ
ントが満載です。学校と地域との関わりや、地域の専門家と
の協力関係の築き方にも触れたいと思います。

平田　知之（筑波大学附属駒場高等学校　主幹
教諭）

東京都世田谷
区

6時間 令和2年8月24日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教
育・特別支援

（小・中・高）学校
教諭

6,000円 20人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505746号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】書写・書道教育の今日的
課題

学習指導要領における国語科書写・芸術科書道の基本的
な考え方について理解を深めるとともに、それに応じた教材
開発や指導法を、実践例をもとに検討します。書写から書道
への接続を広く見渡し、また討議や実技を交えることによ
り、内容の充実を目指します。

菅野　智明（芸術系・教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月18日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教育
学校　国語科・書

道科教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505747号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】図画工作・美術教育を複
眼的に考える

図画工作・美術教育における今日的な課題について二つの
視点から検討します。
一つ目は、図画工作・美術における鑑賞教育の在り方を検
討します。美術鑑賞における発達的な特徴の理解を踏ま
え、鑑賞学習を支援するツールづくりや指導法について考え
ます。
二つ目は、特別支援学校における美術教育について検討し
ます。学習指導要領の基本的な考え方を踏まえ、聴覚特別
支援学校での具体的実践例を基に指導法と教材開発につ
いて考えます。

石﨑　和宏（芸術系・教授）
橋本　時浩（筑波大学附属聴覚特別支援学校　
主幹教諭）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月11日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教
育・特別支援

（小・中・高）学校　
図画工作科・美

術科教諭

6,000円 30人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505748号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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令和２年度(第２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

筑波大学
【選択】オリンピック・パラリンピッ
ク教育の授業づくり

2020年オリンピック・パラリンピック大会開催を契機として、
学校教育に求められるオリンピック・パラリンピック教育につ
いて学びます。オリンピック・パラリンピック教育の意義や日
本におけるこれまでのオリンピック教育、嘉納治五郎、海外
のオリンピック教育などについて学ぶとともに、教育リソース
を紹介しながら、体育・スポーツはもちろん、言語や文化的
な学習、科学や歴史、社会背景、健康的な生活習慣や栄養
の面からの体づくりなど、学校生活全体に渡る広い範囲で
の取り組みについて演習を通して実践的に検討します。

宮崎　明世（体育系・准教授）
真田　久（体育系・教授）

東京都文京区 6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505749号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学

【選択】特別支援教育における体
育の授業づくり〜すべての子ども
が“いきいきと輝く”体育活動をめ
ざして〜

障害のある児童生徒の体育の現状を分析し、課題を共有す
る。特別支援教育の理念に基づいた体育の授業づくりにつ
いて、アダプテッドの視点で工夫することを具体的な実践を
通して学ぶ。そこから障害のある子どもも共に“いきいきと輝
く”ことができるインクルーシブな体育活動について考察す
る。

松原　豊（体育系・教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月11日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教
育・特別支援

（小・中・高）学校　
保健体育科教諭

6,000円 30人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505750号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】性や薬物乱用等の現代
的課題に対応した保健教育の考
え方と進め方

今日的な健康課題として，性や薬物乱用を含む青少年の危
険行動（①身体運動，②食行動，③喫煙，④飲酒，⑤薬物
乱用，⑥性的行動，⑦交通安全上の行動，⑧暴力･武器携
帯，⑨自傷行動）について包括的に捉え，その実態や関連
する心理社会的な要因を踏まえた保健教育の内容や学習
指導の方法について具体的に学びます。

野津　有司（体育系・教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月18日
教諭

養護教
諭

小・中・義務教
育・高・中等教育
学校教諭、養護

教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505751号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学

【選択】プログラミング教育の可
能性～ソフトウェア開発環境
（Visual Studio）を活用した教育
実践～

ソフトウェア開発環境（Visual Studio）のプログラミングを体
験し、数年先の社会や教室環境の変化を想定しながら、学
校現場で準備すべきことを考えていきます。具体的には、開
発向けツール（Visual Basic）を利用した「アプリケーションプ
ログラムの開発」、「ライントレースカーの計測・制御」の実習
を行います。また、「Visual Basic for Applicationsを利用した
アプリケーションプログラムの開発」の教育実践事例をもと
にプログラミング学習の教育効果と可能性を検討していきま
す。ソフトウェア開発環境や開発向けツールの使用が初め
てでも、熱意があれば大丈夫です。

渡邉　隆昌（筑波大学附属駒場高等学校　教
諭）

東京都世田谷
区

6時間 令和2年8月22日 教諭

中・高・中等教
育・特別支援

（中・高）学校　技
術科・情報科・工

業科教諭

6,000円 20人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505752号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】4技能を伸ばす授業と、測
定するテスト

4技能（5領域）の到達目標を設定し、その目標達成に向けて
逆算的に授業を設計することの必要性について学びます。
また、妥当性・実現可能性・波及効果の高い筆記テスト問題
の作成方法や、パフォーマンス･テストの設計や評価につい
ても、実習を通して学びます。併せて、英語教員に求められ
る音声表現力についても、実習を通したトレーニングで身に
付けます。

久保野　雅史（神奈川大学　外国語学部・教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月11日 教諭

中・義務教育
（中）・高・中等教
育学校　外国語
（英語）科教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505753号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】英語で教科書本文を教え
る、活用する、力をつける

英語の授業を英語で行う場合、教科書本文の扱いはどうす
れば良いでしょうか。英語でのQAだけでは、表面的な理解
に終わってしまう恐れがあります。訳文や、チャンク対訳の
プリントを配布する以前に授業ではどうすれば良いでしょう
か。中学・高校の教科書を題材に、英語での教科書本文指
導の実際を提示します。本文導入から音読まで演習形式で
学びます。

久保野　りえ（都留文科大学　非常勤講師） 東京都文京区 6時間 令和2年8月20日 教諭

中・義務教育
（中）・高・中等教
育学校　英語科

教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505754号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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令和２年度(第２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

筑波大学
【選択】哲学カフェ――「アクティ
ブラーニング」スタート講座

どうすれば「アクティブラーニング力」が身に付くのか？　本
講習は何よりもまず、特定の教科を超えて、アクティブラー
ニングへのスタートを切るために必要なマインドセットを、実
習を通して提供する。つまり、「実際にアクティブラーニング
をしながらアクティブラーニングを学ぶ」のが本講座である。
実習は「哲学カフェ」（今回は特に「ワールドカフェ」)の手法
で行う。講師はマインドセットの専門家である哲学・思想専
攻の教員たち、そして公式ワールドカフェプラクティショナー
である。

井川　義次（人文社会系・教授）
保呂　篤彦（人文社会系・教授）
五十嵐　沙千子（人文社会系・准教授）
津崎　良典（人文社会系・准教授）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年6月21日 教諭 全教諭 6,000円 30人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505755号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】アジア・太平洋戦争を問
い直す

平和学習は戦争そのものを直視することから始まります。本
講習では、沖縄で起きた集団自決問題をめぐる教科書検定
問題、沖縄戦の記憶と摩文仁の丘の風景、空襲・原爆投下
と模擬原爆投下訓練、原爆と「玉音放送」の記憶、満州移民
（満蒙開拓青少年義勇軍）・特攻隊（航空特攻隊）・小国民
（学童集団疎開）などの青少年（児童・生徒・学生）を事例
に、アジア・太平洋戦争を問い直します。修学旅行や平和学
習にも活用できる教材と学習の視点を提供します。

伊藤　純郎（人文社会系・教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月5日 教諭

幼稚園・小・中・
義務教育・高・中
等教育・特別支

援学校教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505756号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】アジア・太平洋戦争を問
い直す

平和学習は戦争そのものを直視することから始まります。本
講習では、沖縄で起きた集団自決問題をめぐる教科書検定
問題、沖縄戦の記憶と摩文仁の丘の風景、空襲・原爆投下
と模擬原爆投下訓練、原爆と「玉音放送」の記憶、満州移民
（満蒙開拓青少年義勇軍）・特攻隊（航空特攻隊）・小国民
（学童集団疎開）などの青少年（児童・生徒・学生）を事例
に、アジア・太平洋戦争を問い直します。修学旅行や平和学
習にも活用できる教材と学習の視点を提供します。

伊藤　純郎（人文社会系・教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月11日 教諭

幼稚園・小・中・
義務教育・高・中
等教育・特別支

援学校教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505757号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】アジア・太平洋戦争を問
い直す

平和学習は戦争そのものを直視することから始まります。本
講習では、沖縄で起きた集団自決問題をめぐる教科書検定
問題、沖縄戦の記憶と摩文仁の丘の風景、空襲・原爆投下
と模擬原爆投下訓練、原爆と「玉音放送」の記憶、満州移民
（満蒙開拓青少年義勇軍）・特攻隊（航空特攻隊）・小国民
（学童集団疎開）などの青少年（児童・生徒・学生）を事例
に、アジア・太平洋戦争を問い直します。修学旅行や平和学
習にも活用できる教材と学習の視点を提供します。

伊藤　純郎（人文社会系・教授） 東京都文京区 6時間 令和2年8月19日 教諭

幼稚園・小・中・
義務教育・高・中
等教育・特別支

援学校教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505758号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】アジア・太平洋戦争を問
い直す

平和学習は戦争そのものを直視することから始まります。本
講習では、沖縄で起きた集団自決問題をめぐる教科書検定
問題、沖縄戦の記憶と摩文仁の丘の風景、空襲・原爆投下
と模擬原爆投下訓練、原爆と「玉音放送」の記憶、満州移民
（満蒙開拓青少年義勇軍）・特攻隊（航空特攻隊）・小国民
（学童集団疎開）などの青少年（児童・生徒・学生）を事例
に、アジア・太平洋戦争を問い直します。修学旅行や平和学
習にも活用できる教材と学習の視点を提供します。

伊藤　純郎（人文社会系・教授） 東京都文京区 6時間 令和2年8月20日 教諭

幼稚園・小・中・
義務教育・高・中
等教育・特別支

援学校教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505759号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】アジア・太平洋戦争を問
い直す

平和学習は戦争そのものを直視することから始まります。本
講習では、沖縄で起きた集団自決問題をめぐる教科書検定
問題、沖縄戦の記憶と摩文仁の丘の風景、空襲・原爆投下
と模擬原爆投下訓練、原爆と「玉音放送」の記憶、満州移民
（満蒙開拓青少年義勇軍）・特攻隊（航空特攻隊）・小国民
（学童集団疎開）などの青少年（児童・生徒・学生）を事例
に、アジア・太平洋戦争を問い直します。修学旅行や平和学
習にも活用できる教材と学習の視点を提供します。

伊藤　純郎（人文社会系・教授） 東京都文京区 6時間 令和2年8月21日 教諭

幼稚園・小・中・
義務教育・高・中
等教育・特別支

援学校教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505760号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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令和２年度(第２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

筑波大学
【選択】学校の大規模災害対処と
法的責任

大地震や猛烈な台風を典型とする大規模な災害が発生した
場合に、避難指示、各種の安全確保、衛生・看護関係等を
含めて、学校としてどのような対処を行うことが必要であり、
それが学校の法的責任にどのように影響するかについて考
える。

星野　豊（人文社会系・准教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年6月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505761号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】学校の大規模災害対処と
法的責任

大地震や猛烈な台風を典型とする大規模な災害が発生した
場合に、避難指示、各種の安全確保、衛生・看護関係等を
含めて、学校としてどのような対処を行うことが必要であり、
それが学校の法的責任にどのように影響するかについて考
える。

星野　豊（人文社会系・准教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505762号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】過度の要求・要望に対し
て学校はどう対処するべきか

学校や教員に対してなされる、過度の要求や要望（学業・教
育指導に関するもののほか、心身の健康に関するものをも
含む）に対し、学校はどのように対処すべきであるかについ
て、学校教育上の対処と法的対処との臨界点を含め、全て
の子どもの健全な成長のために必要かつ有益な対処方法
を考える。

星野　豊（人文社会系・准教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505763号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】過度の要求・要望に対し
て学校はどう対処するべきか

学校や教員に対してなされる、過度の要求や要望（学業・教
育指導に関するもののほか、心身の健康に関するものをも
含む）に対し、学校はどのように対処すべきであるかについ
て、学校教育上の対処と法的対処との臨界点を含め、全て
の子どもの健全な成長のために必要かつ有益な対処方法
を考える。

星野　豊（人文社会系・准教授） 東京都文京区 6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505764号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】学校における子どもの情
報の管理

学校において管理する子どもの情報（学業・教育指導上の
もののほか、心身の健康関係をも含む）について、基本的な
法律上の仕組みと、発生する恐れのある問題について考
え、学校における情報管理の在り方を再検討する。

星野　豊（人文社会系・准教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505765号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】学校における子どもの情
報の管理

学校において管理する子どもの情報（学業・教育指導上の
もののほか、心身の健康関係をも含む）について、基本的な
法律上の仕組みと、発生する恐れのある問題について考
え、学校における情報管理の在り方を再検討する。

星野　豊（人文社会系・准教授） 東京都文京区 6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505766号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】学校トラブルへの法的対
処（幼稚園・小学校編）

学校において生ずる可能性のある各種のトラブル（学業・教
育指導上の問題のほか、心身の健康関係をも含む）に対し
て、法的な対処はどこまで有効であるか、あるいはどこまで
が限界であるかを考える。この講座では幼稚園及び小学校
における事案を中心に扱うが、必要に応じて中学校以降に
おいて生じうる問題との関連についても考え、また、特別支
援教育との関係についても考える必要が生ずるため、幼稚
園及び小学校教員以外も対象とする。

星野　豊（人文社会系・准教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505767号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】学校トラブルへの法的対
処（中学校・高等学校編）

学校において生ずる可能性のある各種のトラブル（学業・教
育指導上の問題のほか、心身の健康関係をも含む）に対し
て、法的な対処はどこまで有効であるか、あるいはどこまで
が限界であるかを考える。この講座では中学校及び高等学
校における事案を中心に扱うが、必要に応じて小学校まで
に生じうる問題との関連についても考え、また、特別支援教
育との関係についても考える必要が生ずるため、中学校及
び高等学校教員以外も対象とする。

星野　豊（人文社会系・准教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505768号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】学校トラブルへの法的対
処

学校において生ずる可能性のある各種のトラブル（学業・教
育指導上の問題のほか、心身の健康関係をも含む）に対し
て、法的な対処はどこまで有効であるか、あるいはどこまで
が限界であるかを考える。

星野　豊（人文社会系・准教授） 東京都文京区 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505769号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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令和２年度(第２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

筑波大学
【選択】楽しい数と組み合わせ問
題の話

本講習では、数に関する楽しい話題及び興味深い順列・組
み合わせの問題を扱います。数について、三平方の定理、
ピタゴラス数とフィボナッチ数、有理数と無理数、ユークリッド
の互除法と連分数などに関する楽しい話題を丁寧に解説し
ます。また、順列・組み合わせの問題を題材として、問題解
決における考え方・表現方法について考察したいと思いま
す。

森田　純（数理物質系・教授）
竹山　美宏（数理物質系・教授）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月18日 教諭
高・中等教育

（高）学校　数学
科教諭

6,000円 50人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505770号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】身近にあるものから考え
る光と化学

光が関係する身近なもの，現象にはカラー写真や自然現象
の虹など可視域のものや，赤外光を用いた暖房器具，紫外
光を用いた殺菌器具，マイクロ波を利用した電子レンジなど
多種多様なものがあり，我々はこれらを用いることで生活の
利便を図っている。本講習ではこれらの光がどのような仕組
みでこのような効果をもつのかについて概説し，日常生活か
ら化学を考えるきっかけとなることを目的とする。

長友　重紀（数理物質系・講師）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月4日 教諭
中・高・中等教育
学校　理科教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505771号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】粒子線（陽子線、重粒子
線）のがん治療応用〜生活の質
の改善を目指して〜

粒子線（陽子線や重粒子線）のがん治療応用に関する内容
を説明する。粒子線治療は、従来の放射線治療に比べて、
線量をがん病巣に集中することができ，それにより治療効果
を増進し，副作用を減らすことができ生活の質の改善が可
能です。この粒子線の利点に注目が集まり、世界的にもそ
の治療施設が急増しています。本講義では，その物理、生
物、医学的な基礎について説明し理解することを目的にす
る。本テーマは，物理工学がどのように医学に応用されるか
を示す具体例としても興味深いものと思われます。

髙田　義久（元筑波大学数理物質系教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月11日 教諭
全学校種　保健
体育科・理科教

諭
6,000円 30人

令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505772号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【選択】食べ物を作る動物たち

私たちの生活は、数多くの「食べ物を作る動物たち」によっ
て支えられていますが、教員の皆様の中には実際にこれら
の動物に触れた経験の無い方もおられると思います。そこ
で本講習は、現職教員にウシやニワトリに触れて頂くと共
に、乳や卵といった身近な食材がどの様に作られているか
を体験して頂き、その経験をご自分の担当されている教科
に反映させて児童や生徒にお伝え頂くことを目的とします。

田島　淳史（生命環境系・教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月4日
教諭

栄養教
諭

幼稚園・小・中・
義務教育・高・中
等教育学校教
諭、栄養教諭

6,000円 15人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505773号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【選択】宇宙の歴史と構造

宇宙は、恒星、惑星、銀河、銀河団、ブラックホール、中性
子星、暗黒物質など様々な構成要素から成り立っている。こ
れらの構造は宇宙138憶年の歴史の中で作られてきた。本
講習では、宇宙の歴史と構造を概観し、その中からいくつか
のトピックについて、最新の成果も織り交ぜながら解説す
る。

大須賀　健（計算科学研究センター・教授）
久野　成夫（数理物質系・教授）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月19日 教諭

小・中・義務教
育・中等教育

（中）学校　理科
教諭

6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505774号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】生涯スポーツの指導者～
指導者の勢力資源論を基礎に～

社会の変化と自由時間は密接に関係し、自由時間の内容
は「生活の質」の向上に大きな影響を与える可能性がある。
本講習は、その語源を「探求」と「許可」とするレジャー
（leisure）の考え方を、社会の変化との関係で検討し、レ
ジャーの享受能力の向上に資する指導者について論じる。
演習では、指導者としての影響力の源を検討し、レジャーの
主要な内容の一つである「生涯スポーツの実践」を促す指
導者像について議論する。

仲澤　眞（体育系・准教授） 東京都文京区 6時間 令和2年8月19日 教諭
全学校種　保健

体育科教諭
6,000円 36人

令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505775号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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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

筑波大学
【選択】最新の健康・スポーツ科
学を保健体育の授業及び部活動
指導に活用する

保健体育の授業やスポーツ系の部活動で起こりうる外傷・
障害や疾病の対応と予防についての情報提供、並びに学
校教育で必要なアンチ・ドーピングの情報を提供し、質疑を
受ける。また、幼児から生徒までの体力・運動能力に関わる
最前線、日常生活からスポーツ活動に資する体育の在り
方、今後の重点課題（特に、状況の判断に基づいた運動遂
行能力を育てる）などについて情報を提供し、質疑を受け
る。

向井　直樹（体育系・准教授）
木塚　朝博（体育系・教授）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月11日 教諭 全教諭 6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505776号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【選択】粘土で造る～頭像～

粘土を使い人物の頭像を制作します。私たちは普段見慣れ
た人の顔や頭を「量」としてとらえてみることはあまりありま
せん。粘土を使い「量」としてとらえ、立体的に表現すること
を通して、彫刻制作の楽しさを体験し、彫刻の理解を深める
ことを目的とします。

大原　央聡（芸術系・教授）
宮坂　慎司（芸術系・助教）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月4日 教諭
全学校種　美術

科教諭
6,000円 12人

令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505777号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】「プレイスメイキング」によ
る学校と街中の小さな楽しい居
場所づくり

全ての人が居場所づくりの主体となり得る概念「プレイスメイ
キング」について、国内外の事例を用いて講義します。
学校内や街中の幼児・児童・生徒の居場所についての課題
を考察するとともに、場づくりのアイデアを考察し楽しく簡単
な絵と言葉にして書き出すことによって居場所づくりの重要
性を学びます。

渡　和由（芸術系・准教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505778号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】「主体的・対話的で深い学
び」を実現する一手法としての社
会調査の計画と実施

新学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学び」に
おいては，世の中に存在している情報で自分にとって必要
なものを取捨選択し活用することに加えて，人々がどのよう
に行動し，何を考えているのかに関する情報（データ）を自ら
生み出し，それを基に思考することが重要となります。本講
義では，人々の行動や意識に関する情報（データ）を生み出
す方法としての社会調査の基本を学び，実際に計画してみ
ることを通して，生徒が調査を計画する際に，どのようにナ
ビゲートすれば良いかに関する知見を得ることを目的としま
す。

松林　麻実子（図書館情報メディア系・講師） 東京都文京区 6時間 令和2年8月19日 教諭
小・中・義務教

育・高・中等教育
学校教諭

6,000円 20人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505779号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】丈夫でおいしい野菜の品
種をめざして～園芸植物育種研
究所での体験型学習～

身近な植物である野菜は、理科や食育の教材としていろい
ろ活用できます。イチゴやトマト、ピーマン、メロンなどを主な
材料として、丈夫でおいしく、かつ安全な野菜の品種をめざ
す本研究所の研究内容を活かした体験型学習を行います。
講義と簡単な実習を行いながら、品種や種子、花、果実、そ
して交配育種の基礎となる遺伝のしくみ、交配技術、種の取
り方についての理解を深めます。

野村　港二（生命環境系・教授） 千葉県松戸市 6時間 令和2年6月27日 教諭
全学校種　理科・
技術科・家庭科

教諭
6,000円 20人

令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505780号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】丈夫でおいしい野菜の品
種をめざして～園芸植物育種研
究所での体験型学習～

身近な植物である野菜は、理科や食育の教材としていろい
ろ活用できます。イチゴやトマト、ピーマン、メロンなどを主な
材料として、丈夫でおいしく、かつ安全な野菜の品種をめざ
す本研究所の研究内容を活かした体験型学習を行います。
講義と簡単な実習を行いながら、品種や種子、花、果実、そ
して交配育種の基礎となる遺伝のしくみ、交配技術、種の取
り方についての理解を深めます。

野村　港二（生命環境系・教授） 千葉県松戸市 6時間 令和2年7月4日 教諭
全学校種　理科・
技術科・家庭科

教諭
6,000円 20人

令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505781号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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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

筑波大学
【選択】附属駒場中・高等学校実
践演習

本講習のテーマは『体験講座を通して学ぶ「筑駒の教育」』
で、一斉授業とは一味違った体験講座プログラムを用意し
ます。本校教員が行う講座、本校生徒（中学生）と一緒に参
加するワークショップなど、いくつかの講座から１～２講座を
自由に選択します。ご自分の専門や興味・関心のある教科
をお選びいただけます。新たな学びのスタイルを体験してい
ただく企画です。その他、「筑駒の教育」全般についてもご
紹介し、勤務校での様子と比較検討し、これからの学校教
育の在り方について議論を深めます。なお、小中連携の観
点から小学校教諭も対象とします。

梶山　正明（筑波大学附属駒場高等学校　副校
長）
町田　多加志（筑波大学附属駒場中学校　副校
長）

東京都世田谷
区

6時間 令和2年8月21日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教
育・特別支援

（小・中・高）学校
教諭

6,000円 50人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505782号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学

【選択】使って伸ばそう、あなたの
英語力～小学校英語授業に挑む
教師のための、簡単英語で楽し
む講習～

　小学校で英語を教える先生方、そして、英語が苦手という
先生方に、簡単英語で遊んでもらいながら、「英語を使うこ
と」「英語で伝えること」の楽しさをもう一度認識してもらうた
めの楽しい講習です。
　長年のグローバル企業勤務で英語を駆使してきた経験を
持ち、筑波大学でコミュニケーション関係の講義を行ってい
る講師が担当します。

重松　篤美（生命環境学群生物資源学類・非常
勤講師）
野村　港二（生命環境系・教授）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月18日 教諭
小・義務教育
（小）学校教諭

6,000円 30人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505783号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】附属坂戸高等学校実践
演習

【教職員の協働によるグローバル人材の育成】
　グローバル化が進む現代において、グローバル社会に対
応する人材育成が教育現場にも求められています。そこで、
新しく取り組むのではなく、既存の取り組みを世界と結びつ
けることに着目していきます。
　本実践演習では、「T-GAP（つくさかグローバルアクション
プロジェクト）」や各科目の授業見学及びグループワークに
よる演習等を通じて、グローバル人材育成の在り方やその
育成方法について考えていきます。

建元　喜寿（筑波大学附属坂戸高等学校　主幹
教諭）
藤原　亮治（筑波大学附属坂戸高等学校　主幹
教諭）
石田　光枝（筑波大学附属坂戸高等学校　主幹
教諭）
今野　良祐（筑波大学附属坂戸高等学校　教
諭）

埼玉県坂戸市 6時間 令和2年12月5日 教諭 全教諭 6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年6月26日

令02-
10016-
505784号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】附属聴覚特別支援学校
実践演習１

【聴覚障害教育の専門性の理解と実践】聴覚に障害のある
幼児・児童・生徒は、聴覚をどのように活用しているのか、
発音の指導はどのように行われているのか、手話の特徴や
活用方法を、演習を通して具体的に学ぶことができます。ま
た、聴覚障害児･生徒の言語指導上の課題や指導方法を学
び聴覚障害教育の理解を深めることができます。なお、講習
はすべての幼児・児童・生徒への活用ができる点から養護
教諭、栄養教諭の受講にも適しています。

荒川　郁朗（筑波大学附属聴覚特別支援学校　
教諭）
深江　健司（筑波大学附属聴覚特別支援学校　
教諭）
吉野　賢吾（筑波大学附属聴覚特別支援学校　
教諭）
太田　康子（筑波大学附属聴覚特別支援学校　
教諭）
青柳　泰生（筑波大学附属聴覚特別支援学校　
教諭）

千葉県市川市 6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505785号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】附属聴覚特別支援学校
実践演習２

【聴覚障害のある生徒への指導】聴覚障害児教育の専門性
や指導方法を、高等部専攻科での指導の実際を知ることを
通して学びます。造形芸術科、ビジネス情報科、歯科技工
科に分かれて体験実習をすることにより、生徒の社会自立
に向けた専門知識と技術を身に付けさせるための授業展開
等を検討し、指導上の問題点と対応策を明らかにします。聴
覚障害のある生徒への関わり方を具体的・実践的に学ぶこ
とができます。なお、本講習は聴覚障害のある生徒の健康
面・感情面にも触れるため、養護教諭・栄養教諭も対象とし
ます。

伊藤　僚幸（筑波大学附属聴覚特別支援学校　
副校長）
橋本　時浩（筑波大学附属聴覚特別支援学校　
主幹教諭）
青柳　泰生（筑波大学附属聴覚特別支援学校　
教諭）
眞田　進夫（筑波大学附属聴覚特別支援学校　
教諭）

千葉県市川市 6時間 令和2年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 25人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505786号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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令和２年度(第２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

筑波大学
【選択】附属大塚特別支援学校
実践演習（幼稚部・小学部）

【知的障害児の自立と社会・文化への参加をめざした教育
の指導（幼稚部・小学部）】
知的障害幼児・児童が豊かな家庭生活及び社会生活を送
るために必要な力を育むことを目指した教育課程や具体的
な支援方法を実践的に学ぶことができます。本講座では、
全学部の授業と幼稚部・小学部の公開授業を参観できま
す。まず、幼稚部・小学部いずれかの講義を受講し、各学部
の概要、子どもの実態、教育課程や指導方法の特色、教材
教具の工夫などについて研修します。次に、支援部による
地域支援の実践に関する講義を受講します。幼稚園、小学
校からの移行や連携の観点から、幼・小学校教諭以外も対
象とします。

若井　広太郎（筑波大学附属大塚特別支援学
校　教諭　幼稚部主事）
田上　幸太（筑波大学附属大塚特別支援学校　
教諭　小学部主事）
森澤　亮介（筑波大学附属大塚特別支援学校　
教諭　支援部）

東京都文京区 6時間 令和2年6月13日 教諭 全教諭 6,000円 36人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505787号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】附属大塚特別支援学校
実践演習（中学部・高等部）

【知的障害児の自立と社会・文化への参加をめざした教育
の指導（中学部・高等部）】
知的障害生徒が豊かな家庭生活及び社会生活を送るため
に必要な力を育むことを目指した教育課程や具体的な支援
方法を実践的に学ぶことができます。本講座では、全学部
の授業と中学部・高等部の公開授業を参観できます。まず、
中学部・高等部いずれかの講義を受講し、各学部の概要、
生徒の実態、教育課程や指導方法の特色、教材教具の工
夫などについて研修します。次に、支援部による地域支援
の実践に関する講義を受講します。早い段階から将来を見
据えた教育という観点から中学部・高等部教諭以外も受講
対象とします。

杉田　葉子（筑波大学附属大塚特別支援学校　
教諭　中学部主事）
大宮　弘恵（筑波大学附属大塚特別支援学校　
教諭　高等部主事）
森澤　亮介（筑波大学附属大塚特別支援学校　
教諭　支援部）

東京都文京区 6時間 令和2年10月24日 教諭 全教諭 6,000円 36人
令和2年3月26日～
令和2年6月26日

令02-
10016-
505788号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】心の教育からの脱却と道
徳教育

最近の我が国における文部科学省の道徳教育の動向を確
認した上で、道徳教育とその指導法の現状を分析し、読み
物資料を使った心情理解のみの指導をはじめ、特に近年流
行の我が国における道徳教育の心理主義化された授業の
技法も批判的に検討します。その上で、そうした心情把握主
義や心理主義の呪縛を超えて、日本の伝統と文化に根付き
ながらも国際的に通用する斬新な道徳教育の在り方を考え
ます。

吉田　武男（人間系・教授）
茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月19日 教諭

幼稚園・小・中・
義務教育・高・中
等教育学校教

諭、幼保連携型
認定こども園保

育教諭

6,000円 80人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505789号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学

【選択】「おや？」「なるほど！」に
よる算数・数学科問題解決の指
導ー愉しく・優しく育まれる人の
心、生きる術、卓越した叡智

　本講座では、「おや？」「なるほど！」をキーワードに「つま
ずき」を乗り越える指導理論とその教材研究法をワーク
ショップ形式で学びます。その際、参加者それぞれが教科書
を持ち込み、自ら事例を提示し合い、話し合うことで指導案
を構想する時間を設けます。グループは異学校段階混交と
し、学校段階によらない算数・数学の本質を認め、その学習
指導の在り方を学び合うことを目指します。

礒田　正美（人間系・教授）
小石沢　勝之（筑波大学附属中学校　教諭）
大根田　裕（筑波大学附属中学校　教諭）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月5日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教育
学校　算数・数学

科教諭

6,000円 100人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505790号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【選択】考える算数・体験的算数

新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」「資質・
能力の育成」が叫ばれています。その実現には、授業観、
教材研究力、学習指導力、教師の人間性といった観点か
ら、授業力向上を図っていくことが必要であると考えます。本
講座では、「深い学び」を教科の本質に迫る学びと捉え、算
数・数学のよさや美しさ、考える楽しさを味わわせ、算数・数
学が好きという児童・生徒を育てるための具体的な授業づく
りについて、教材づくりや模擬授業を通し、体験しながら一
緒に考えていきます。

細水　保宏（明星大学　教育学部・客員教授） 東京都文京区 6時間 令和2年8月21日 教諭
全学校種　算数・

数学科教諭
6,000円 100人

令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505791号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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令和２年度(第２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

筑波大学
【選択】オリンピックを題材とする
体育理論の授業づくり－文化とし
てのスポーツ学習を中心に

中高における体育理論の授業でオリンピックやパラリンピッ
クをどう取り上げるかについて考える講座です。スポーツの
歴史や現代社会におけるスポーツの諸相についての講義、
講師自身が30余年にわたって展開してきた授業実践の紹
介、参加者による授業づくり演習で構成します。体育理論の
授業づくりに悩んでおられる方、スポーツの歴史やその発展
過程、文化としてのスポーツの諸相に関心のある方の受講
をお待ちしています。なお、オリンピックを題材とすることや
文化としてのスポーツ学習の観点から、保健体育科教諭以
外も対象とします。

中塚　義実（筑波大学附属高等学校　主幹教
諭）

東京都文京区 6時間 令和2年8月20日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教
育・特別支援

（小・中・高）学校
教諭

6,000円 30人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505792号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】具体例を通じ学びなおす
日本国憲法

現行「日本国憲法」を、現行法解釈学の対象の一つとして、
現実の日本社会の具体例をできるだけ取り上げながら検討
する。その際、日本国憲法を孤立した対象として見るのでは
なく、通時的（歴史的）及び共時的（外国憲法との比較の）観
点からの位置付けにも留意する。

大石　和彦（ビジネスサイエンス系・教授） 東京都文京区 6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505793号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】附属桐が丘特別支援学
校実践演習

現在、学校において、操作性、携帯性や即時性などのメリッ
トから、タブレット端末が活用されているが、教師自身が実
際に触れる機会は少ないと思われる。当校（肢体不自由）で
は、学習場面において、上肢障害による筆記の難しさ等、障
害による様々な難しさを改善・克服する目的でもタブレット端
末を活用している。
本講習では、タブレット端末の基本的な操作と学習場面で使
用しているアプリの体験や学習で活用している様子を視聴・
参観する。それらを通して、学習場面におけるタブレット端末
の利用について、障害による難しさへの対応も含めて学ん
でいただく。基本的な事から体験を通して学んでいくため、
初心者が参加しやすい講習内容である。

類瀬　健二（筑波大学附属桐が丘特別支援学
校　教諭）
齋藤　豊（筑波大学附属桐が丘特別支援学校　
教諭）
杉林　寛仁（筑波大学附属桐が丘特別支援学
校　教諭）

東京都板橋区 6時間 令和2年6月13日
教諭

養護教
諭

小・中・義務教
育・高・中等教
育・特別支援

（小・中・高）学校
教諭、養護教諭

6,000円 16人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505794号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】附属久里浜特別支援学
校実践演習

　本校は、知的障害を伴う自閉症の幼児・児童を対象に教
育を行っています。講習では、実際の授業場面を参観し、講
義や演習（教材教具の作成、協議等）を通じて、自閉症につ
いての理解と自閉症児に対する指導及び支援方法等を具
体的に学び、自閉症教育の教育課程の編成や指導の在り
方を考えます。なお、授業参観は本校主催の一般向け授業
公開と併せて実施します。

髙尾　政代（筑波大学附属久里浜特別支援学
校　副校長）
工藤　久美（筑波大学附属久里浜特別支援学
校　教諭）
加藤　敦（筑波大学附属久里浜特別支援学校　
教諭）
塚田　直也（筑波大学附属久里浜特別支援学
校　教諭）

神奈川県横須
賀市

6時間 令和2年6月20日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 25人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505795号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】附属久里浜特別支援学
校実践演習

　本校は、知的障害を伴う自閉症の幼児・児童を対象に教
育を行っています。講習では、実際の授業場面を参観し、講
義や演習（教材教具の作成、協議等）を通じて、自閉症につ
いての理解と自閉症児に対する指導及び支援方法等を具
体的に学び、自閉症教育の教育課程の編成や指導の在り
方を考えます。なお、授業参観は本校主催の一般向け授業
公開と併せて実施します。

髙尾　政代（筑波大学附属久里浜特別支援学
校　副校長）
工藤　久美（筑波大学附属久里浜特別支援学
校　教諭）
加藤　敦（筑波大学附属久里浜特別支援学校　
教諭）
塚田　直也（筑波大学附属久里浜特別支援学
校　教諭）

神奈川県横須
賀市

6時間 令和2年11月7日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 25人
令和2年3月26日～
令和2年6月26日

令02-
10016-
505796号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】英語で教える英語授業 
(CLIL/TEE/EMI)の実践実習

　本講座では、英語で教える英語授業の実習を行います。
まず文法と読解についての留意点を受けた後、指定の中高
英語教材を用いた英語による英語授業の準備をしていただ
き、ティームティーチングによる模擬授業を実践していただき
ます。これにより文法や読解のストラテジー、コロケーション
重視による語彙理解をFocus on Formの枠組みでコミュニ
ケーション活動に結び付けていきます。

磐崎　弘貞（人文社会系・教授）
山口　惠里子（人文社会系・教授）
山村　崇斗（人文社会系・助教）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月5日 教諭

中・義務教育
（中）・高・中等教
育学校　英語科

教諭

6,000円 20人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505797号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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令和２年度(第２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

筑波大学
【選択】病いとともに生きる～慢性
疾患や発達障害等の子や家族
の支援を考える～

小児期から青年期にみられる慢性疾患やメンタルヘルス、
自閉スペクトラム症等についての基本を踏まえて、子どもた
ちが療養生活でどのような体験をしているのか、また学校生
活の中でどのような困難を抱える可能性があるのかについ
て述べる。病いとともに生きる当事者や家族の事例等を含
む講義形式を基本とし、意見交換の場を設けたい。

出口　奈緒子（医学医療系・助教）
小澤　典子（医学医療系・助教）

茨城県つくば
市

6時間 令和2年7月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年3月26日～
令和2年4月17日

令02-
10016-
505798号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学
【選択】ミュージアムパークで開く
野外観察へのとびら　―身近な
草木やコケの名前を調べよう―

身近に見られる雑草や雑木林の樹木や，どれも同じに見え
るコケのなかまにも，それぞれ名前がついています。その名
前がわかれば，植物への興味・関心も高まり，また，それを
記録することにより自然環境の変化も見えてきます。この講
座では，自然博物館のフィールドや標本資料を活用して，子
どもたちとの野外観察で役立つ身近な草木やコケの名前を
調べるときのポイントを学びます。

小幡　和男（ミュージアムパーク茨城県自然博
物館　資料課・首席学芸員）
鵜沢　美穂子（ミュージアムパーク茨城県自然
博物館　資料課・副主任学芸員）
伊藤　彩乃（ミュージアムパーク茨城県自然博
物館　資料課・学芸員）
上條　隆志（生命環境系・教授）

茨城県坂東市 6時間 令和2年8月6日 教諭
全学校種　理科

教諭
6,000円 32人

令和2年3月26日～
令和2年5月29日

令02-
10016-
505799号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

宇都宮大学
【選択】児童・生徒の地域理解を
うながす地理情報の活用とフィー
ルドワーク

本講座では，児童・生徒の身近な地域や，教師に訪問や見
学の経験がない地域の，自然環境・歴史・産業・交通・文化
などの特色を，授業でいきいきと伝えるための視点や方法
を，地形図の読図，空中写真の判読，写真資料の活用など
の実際の作業をつうじて学びます。また，グループ単位で会
場周辺の街区を踏査し，観察結果を共有することにより，地
域調査（フィールドワーク）に必要な基本的技能を獲得する
ことをめざします。受講者は，USBメモリを用意してください。

松村　啓子（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月4日 教諭
小・中・高・特別
支援教諭（社会・

地歴）
6,000円 40人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505478号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】スリランカの紅茶農園コ
ミュニティ支援を通した国際協力
と交流

スリランカは，戦後イギリスから独立し，現在でも紅茶輸出
量世界第2位を誇る。日本の紅茶も7割以上はセイロン
ティーである。しかし，生産国であるスリランカの紅茶農園と
そこに居住する労働者コミュニティの生活環境はいまだに過
酷である。消費者である世界各国の人や日本人は彼らとど
のようにつながることができるのか？彼らの抱える問題点
を，文化的側面や欧米の市民社会の取り組みなども紹介し
ながら，消費者としての責任や生産者との建設的なつなが
り構築の可能性をグループワークを通して考える。

栗原　俊輔（国際学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月4日 教諭
小・中・高教諭
（社会・地歴・公

民・英語）
6,000円 40人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505479号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】やさしい伝熱と熱力学

我々の生活を取り巻く熱の流れに関し，伝熱工学と熱力学
の観点から，熱が伝わる仕組みや熱の利用方法を基礎から
わかりやすく解説する。熱が伝わる仕組みや熱の特性を児
童・生徒に教え理解させることにより，熱を通して，科学への
興味を引き出したい。また，これらの知識の応用として，普
段の生活をより快適にする方法，効率よく，かつ，安全に調
理を行う方法，火傷に対して適切で迅速な処置方法につい
ても解説する。

二宮　尚（工学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高教諭
（理科），養護教
諭，栄養教諭

6,000円 80人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505480号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】健康のための食と栄養

飽食の時代と呼ばれるように，日本人の栄養状態は豊かで
あると考えられています。一方で，偏食，過度なダイエット，
肥満，食物アレルギーなど新たな問題が生じています。これ
らの問題は，体の中の栄養素の代謝の問題です。本講義で
は，栄養素の基礎的な化学と代謝をベースに，現代社会で
起きている栄養問題について解説します。理科教員の化学
に関する素養向上に資する内容ではないことを申し添えま
す。

蕪山　由己人（農学部教授）
栃木県宇都宮
市

12時間
令和2年7月11日～
令和2年7月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 120人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505481号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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令和２年度(第２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

宇都宮大学
【選択】主体的で深い学びを実現
する小学校の学習指導法

主体的で自律的な深い学びを実現する学習指導：授業の動
画や子ども達の作文をもとに参加者のみなさんと一緒に考
えます。子ども達の深い学びを実現するためには，どのよう
な学習指導をどのような手がかりをもとに実施するかという
具体的な事例も提示します。

溜池　善裕（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月5日 教諭 小教諭 6,000円 40人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505482号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】小学校理科の実験講習

  実験や工作を通じて，小学校理科の次の内容を扱う。
   ・「重さ」と「もの」について。
   ・燃焼の仕組み：炎の性質，燃える条件，固体・液体・気体
の燃え方の違い。
   ・水溶液の性質：酸・アルカリと物質の安定性，身の回り
の指示薬。
   ・電気の利用：発電・蓄電，電気の変換・利用，電磁石。
   ・その他

南　伸昌（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月5日 教諭 小教諭 6,000円 24人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505483号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】生徒との英語でのスモー
ルトーク(small talk)を豊かにする
ための工夫

「英語」の授業において，生徒が自身の考えや気持ちを英
語でより自由に表現するためには，教員はどのような指導を
心掛ければよいのだろうか―。受講者には日々の授業を振
り返っていただきながら，講師とともに考察していきます。そ
の際，生徒とどのようなやりとりを行えばよいのか，また，生
徒同士でどのような活動を行えばよいのかなどの点に特に
留意しながら，実態に即して，具体的に検討します。

田村　岳充（教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月5日 教諭
小・中・高教諭

（英語）
6,000円 35人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505484号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】幼児期から小学校低学年
における目が見えにくい子への
支援

本講座では，乳幼児期から小学校低学年における目が見え
にくい子どもたちの学び方について，弱視シミュレーションな
どの体験的活動を通して理解する。事例検討をし，支援方
法や，園や学校での環境整備，家庭への支援について考え
る。また，目が見えない子どもたちの学び方についても，
様々な体験活動を通して理解する。

福田　奏子（教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月11日
教諭

養護教
諭

幼・小・特別支援
学校教諭，養護

教諭
6,000円 40人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505485号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】中学校理科の実験講習

中学校理科1分野における次の内容を，実験中心に取り扱
う。
  ・「見える」とは：シュリーレン現象や蜃気楼など，身近な屈
折現象に関する実験を通じて，「見え方」に関する認識を深
める。
  ・「酸性，アルカリ性」とは：結局はどういう性質なのか。身
近な酸・アルカリ・指示薬。電気泳動。化学電池の仕組み。
  ・「質量」とは：重さとは，ものとは，質量とは。当たり前だと
思っていることを掘り下げる。
  ・電磁力の活用：磁力線とは。超簡単モーターの仕組みを
探る。
  ・その他

南　伸昌（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月11日 教諭 中教諭（理科） 6,000円 24人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505486号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】鍵盤ハーモニカの基礎講
座

小学校の音楽の授業や合奏で用いられることの多い，鍵盤
ハーモニカ演奏の講座です。教育用楽器と思われがちです
が，近年はプロのプレイヤーも登場しています。この講座で
は，様々な奏法や演奏スタイルについて勉強し，その成果
を創意工夫に満ちた魅力ある合奏や児童等の演奏技術の
向上に役立てていただきたいと考えています。最後に，受講
生それぞれに演奏をしていただきます。

新井　恵美（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月11日 教諭
音楽に携わる全

教諭
6,000円 25人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505487号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】省察をとおした英語授業
改善を考える

英語教師として，何を知り，どのようなことを考え，信じてい
るのかといった自身の言語教師認知を再認識し，日々の授
業実践を振り返る省察という行為を通じて，さらなる英語教
育としての成長を目指します。また，授業の質向上のための
方法のひとつである実践研究について，授業改善のための
問いの立て方や，質的研究方法を中心としたデータ取集・分
析・解釈方法の知識を身につけ，より良い授業づくりについ
て考察します。

田所　貴大（教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月11日 教諭
小・中・高教諭

（英語）
6,000円 30人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505488号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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令和２年度(第２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

宇都宮大学 【選択】やさしい光学と実験

光学は「物理の母」「産業の塩」と呼ばれる通り，目で見える
現象の理解は科学・技術の原点とも言えるでしょう。現象の
理解を通じて科学への興味を引き出す教育のために，日常
生活で目にする光学現象について光科学の基礎から解説し
ます。光が伝わる仕組みや光の特性を理解いただき，虹が
見えたときには児童や生徒に光の波長や反射屈折を説明し
てください。光学の実験室の見学とともに，子供たちが驚くよ
うな空中表示の実習を行います。

大谷　幸利（工学部教授）
山本　裕紹（工学部教授）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月11日 教諭
小・中・高教諭
（理科・技術・工

業）
6,000円 30人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505489号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】《もみじ》と《ギザギザハー
トの子守唄》はなぜ似ているか―
音楽のフシギ・音楽のしくみ―

学習指導要領にある「音楽的な見方・考え方」を働かせ「曲
想と音楽の構造などとの関わりについて理解」するとはどう
いうことか？ 小学校歌唱教材《もみじ》と《ギザギザハートの
子守唄》はどこが似ているのか？ 《翼をください》はなぜ感
動的なのか？ 《世界に一つだけの花》はどんな味わいなの
か？ 音楽のフシギとそのしくみを考察し，歌唱・器楽の表現
を工夫したり，音楽を味わって鑑賞するためのポイントを解
説します。

木下　大輔（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月18日 教諭
小・中・高音楽担

当教諭
6,000円 40人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505490号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】水彩画の基礎技法

水彩絵具の素材の特長を踏まえ，図画工作や美術における
水彩画に関する題材や児童，生徒に描画を指導する上での
ポイントについて講義します。また，幾つかの簡単な題材を
通して水彩画の基本的な描き方を教授します。それにより，
素材の使用法や描画手順の違いによる作品の印象の違い
について触れます。

株田　昌彦（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月18日 教諭
小・中教諭（美

術）
6,000円 30人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505491号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】消費者教育

消費者教育推進法が制定され，学校は，消費者教育の
様々な場における推進の機関として位置付けられていると
ともに，消費者となりうる児童・生徒の安全・安心の確保に
関しても責任を負っている。このことを達成するためには学
校全体での取り組みが必要と思われるので，教科にとらわ
れない教諭を対象として，これまで担ってきた家庭科の視点
を基に小・中・高と体系的に捉えた消費者教育の授業実践
について検討したい。

赤塚　朋子（教育学部教授）
大原　弘子（教育学部実地指導講師）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月18日 教諭
小・中・高・特別
支援学校教諭

6,000円 150人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505492号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】英語コミュニケーションⅠ

受講者のリスニングおよびスピーキング能力向上を主たる
目的とする。さらに，講習における授業形態をそのまま現場
の授業で応用することが可能となるよう，年少者を対象とし
た歌，リズム，および様々なアクティビティーを使用する。本
講座の受講により受講者は，英語によるコミュニケーション
能力を向上させ，音楽やアクティビティーを効果的に英語指
導に採り入れるための知識と指導技術を修得する。

Luke　WINN（基盤教育センター非常勤講師）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月18日 教諭
小・中教諭（英

語）
6,000円 20人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505493号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】英語コミュニケーションⅡ

受講者のリスニングおよびスピーキング能力養成を主たる
目的とする。さらに，講習における授業形態をそのまま現場
の授業で応用することが可能となるよう，年少者を対象とし
たStory-telling，Role-play等を使用する。本講座の受講によ
り受講者は，英語によるコミュニケーション能力を向上させ，
Story-telling，Role-play等を，効果的に英語指導に採り入
れるための知識と指導技術を修得する。

Luke　WINN（基盤教育センター非常勤講師）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月19日 教諭
小・中教諭（英

語）
6,000円 20人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505494号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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令和２年度(第２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

宇都宮大学 【選択】生物実験の基礎と応用

生物分野の実験は失敗することが多く授業では苦労を伴い
ます。本講座では，中学校理科および高等学校生物分野の
実験の中からいくつかを精選して，安全・確実に実験を成功
させるポイントを解説します。また，教科書に記載されている
実験をベースにした応用的内容の実験も紹介します。基礎
的な内容を多く含むため，生物実験をあまり得意にされてい
ない方向けの講義と考えて下さい。

井口　智文（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月19日 教諭
中・高教諭（理

科）
6,000円 20人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505495号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】《もみじ》と《ギザギザハー
トの子守唄》はなぜ似ているか―
音楽のフシギ・音楽のしくみ―

学習指導要領にある「音楽的な見方・考え方」を働かせ「曲
想と音楽の構造などとの関わりについて理解」するとはどう
いうことか？ 小学校歌唱教材《もみじ》と《ギザギザハートの
子守唄》はどこが似ているのか？ 《翼をください》はなぜ感
動的なのか？ 《世界に一つだけの花》はどんな味わいなの
か？ 音楽のフシギとそのしくみを考察し，歌唱・器楽の表現
を工夫したり，音楽を味わって鑑賞するためのポイントを解
説します。

木下　大輔（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月19日 教諭
小・中・高音楽担

当教諭
6,000円 40人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505496号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】なぜ毛筆で学ぶのか－書
写指導の誤解と真実－

子どもたちの道具セットを見られよ。セットの価格からして毛
筆の品質は想像できる。それよりも，固まった筆，穂先の割
れた筆で授業が行われている。体育では空気の抜けたボー
ルを使うことはない。書写の教科書は改訂ごとに活字のよう
な四角い文字になる。練習用紙と清書用紙，教師用の朱
墨，それに○○書道展。無くてもよい順に並べた。いよいよ
低学年に水書筆が導入される。何のために何をどう伝える
のか。板書の文字はもとより，ひらがなと楷書の正しい形，
行書学習の本来的意義をお伝えする。

中島　宗晧（地域デザイン科学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月19日 教諭
小・中教諭（国

語）
6,000円 24人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505497号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】個人として集団としての児
童生徒をどう理解するか－パー
ソナリティ理解の心理学－

目の前の子どもたちをどのように理解するかは，教師個人
の捉え方にも左右されます。本講座では，「パーソナリティ」
という観点を学ぶことを通して，これまでのご自身の見方を
振り返る機会にします。まず，ステレオタイプ的な見方を振り
返ることからはじめ，子どもたち一人ひとりの特徴をどのよう
に理解するかを考えます。そして，学校における集団として
の子どもたちをどのように理解するか，ディスカッションを交
えながら学びます。

白石　智子（地域デザイン科学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月19日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 55人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505498号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】たのしい音楽授業のため
の鑑賞教育のポイント

本講座では，小学校，中学校，高等学校の音楽授業の構成
要素となる「鑑賞」に焦点をあて，その授業方法について研
究します。さまざまな音楽鑑賞教材を用い，児童生徒が興
味をもって鑑賞するには，どのような視点で授業を行ったら
よいか，わかりやすく，たのしい音楽授業を目指すために，
アプローチの方法，ワークシートの作成方法など教育現場
で役立つポイントを講義しながら，実践を行います。

平井　李枝（教育学部講師）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月23日 教諭
小・中・高教諭

（音楽）
6,000円 30人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505499号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】感性を育む家庭科教育ー
伝統染織の視点からー

本講座では，伝統染織という手仕事がもつ環境観や生命観
などについて述べ，家庭科教育とその関連科目における「も
のづくり」の意義について，現代の子どもを取り巻く状況を考
慮して講義したい。また，染織実習を通して講義内容の理解
を深め，学校現場での利用について検討する。

佐々木　和也（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

12時間
令和2年7月23日～
令和2年7月24日

教諭
幼・小・中・高教

諭（家庭），生活・
総合担当教諭

12,000円 50人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505500号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】英文法の諸相：機能的視
点からの構文の基本と発展

英文法における「文型」や「構文」，「語法」などからいくつか
例を取り上げ，意味・情報構造や発話行為などの機能的観
点から，日本語との比較も交えつつ，用法を観察・分析し，
教材研究・開発のための一視座を養います。文法事項や言
語材料に関して，日頃抱えている説明や指導上の疑問や課
題などを持ち寄ってください。

天沼　実（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月23日 教諭
中・高教諭（英

語）
6,000円 40人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505501号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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令和２年度(第２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

宇都宮大学
【選択】たのしい音楽授業のため
の鑑賞教育のポイント

本講座では，小学校，中学校，高等学校の音楽授業の構成
要素となる「鑑賞」に焦点をあて，その授業方法について研
究します。さまざまな音楽鑑賞教材を用い，児童生徒が興
味をもって鑑賞するには，どのような視点で授業を行ったら
よいか，わかりやすく，たのしい音楽授業を目指すために，
アプローチの方法，ワークシートの作成方法など教育現場
で役立つポイントを講義しながら，実践を行います。

平井　李枝（教育学部講師）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月24日 教諭
小・中・高教諭

（音楽）
6,000円 30人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505502号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】英語コミュニケーションⅢ

受講者のリスニングおよびスピーキング能力養成を主たる
目的とする。さらに，講習における授業形態をそのまま現場
の授業で応用することが可能となるよう，様々なアクティビ
ティーや，グルーピング（whole-group，small-group，pair 
work，individual work等）を使用する。本講座の受講により
受講者は，英語によるコミュニケーション能力を向上させ，
積極的に英語で授業を行うための知識と指導技術を修得す
る。

Joshua　KIDD（基盤教育センター非常勤講師）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月1日 教諭
小・中教諭（英

語）
6,000円 20人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505503号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】英語コミュニケーションⅣ

受講者のリスニングおよびスピーキング能力養成を主たる
目的とし，特にトピックとして「Culture」を扱う。講習における
授業形態をそのまま現場の授業で応用することが可能とな
るよう，様々なアクティビティー（role play，presentation，
discussion等）を使用する。本講座の受講により受講者は，
英語によるコミュニケーション能力を向上させ，さらに日本文
化と英語圏の文化を比較対照して教えるための，知識と指
導技術を修得する。

Joshua　KIDD（基盤教育センター非常勤講師）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月2日 教諭
小・中教諭（英

語）
6,000円 20人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505504号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】障害の重い子どもとの教
育的係わり合い

本講習では，障害の重い子どもとの長期間の教育実践経験
を有する人を主たる対象として，重度・重複障害教育におけ
る実践研究（アクション・リサーチ）の現状と課題，特に教育
的係わり合いの視点について，映像資料を用いながら解説
したり，受講生相互に協議したりする。そのなかで，教育的
係わり合いとは実践研究に他ならず，実践を省察し記述す
ることが実践的見識を高めるということを先生方と共有して
いきたい。

岡澤　慎一（教育学研究科准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月4日
教諭

養護教
諭

特別支援教諭，
養護教諭

6,000円 60人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505505号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】日本近代文学講読

中高の国語科の授業で小説や物語を読む意義とは何だろう
か。また，どのように扱うことが教材の特質を最大限に活か
すことになるだろうか。この問いへのヒントを，大学での授業
実践を基盤に，近代日本の優れた掌編小説の講読を通し
て，多角的かつ本質的に探究したい。小説を読む真の面白
さを体験できるはずである。

鈴木　啓子（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月4日 教諭
中・高教諭（国

語）
6,000円 25人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505506号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】見方・考え方を育む小学
校理科授業

小学校理科において子どもたちの見方・考え方を育む理科
授業の在り方について考察します。特に，子どもたちが科学
現象に対して持っている素朴な考え方を科学的な認識にし
ていく概念変換に着目した授業デザインについて検討して
いきます。子どもたちが持つ代表的な誤概念を扱いながら，
それを科学的に妥当な考えにしていくにはどのような活動を
理科授業の中で取り入れていけばよいのか，受講生の皆様
と考えていきたいと思います。

出口　明子（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月4日 教諭 小教諭 6,000円 24人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505507号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

76 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

宇都宮大学
【選択】ネットによる心と脳・体の
発達阻害とネット依存

幼児・児童・生徒のネット・ゲームへの長時間接触とネット依
存が問題視される中，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。少なくない教員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
に幼稚園や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。

大谷　良光（青森大学　客員教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月4日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭，
養護教諭，幼稚

園教諭
6,000円 120人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505508号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】プログラミング入門

小学校は2020年度，中学校は2021年度から実施される新
学習指導要領では，義務教育におけるプログラミング教育
が必修化される。本講義は，プログラミングの初心者に対
し，教員はアルゴリズムだけでなくコーディングも理解させ，
センサーを使ったプログラミングを体験し，修得することを目
的とする。

松原　真理（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月5日 教諭
小・中教諭（プロ
グラミング未経験

者）
6,000円 30人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505509号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】英語のイントネーション

英語の音声指導では，母音や子音に関しては比較的重視さ
れていますが，イントネーションに関してはどうでしょうか。イ
ントネーションの指導法に関する質問に対して，日本語で慣
れているピッチ変動の感覚を活用して真似れば問題ないで
すよという回答をされる英語教師もいることを聞いたことが
あります。本当にそれで十分でしょうか。英語のイントネー
ションの構造を学ぶ必要もあると思います。本講座では，教
育への応用も考えながら，「音調核」という概念を用いて英
語のイントネーションに関して考えたいと思います。

湯澤　伸夫（国際学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月5日 教諭
小・中教諭（英

語）
6,000円 25人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505510号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】教育相談の基礎となる心
理療法的観点

教育相談にあたっては，児童生徒の様々な心理的側面に
焦点を当てることが求められる。教員は専門的カウンセラー
ではないので深い対応まで求められていないが，最初の段
階でできるだけ適確で安定的な対応をすることが望まれる。
本講習はその際に必要な心理療法的観点を解説するもの
である。受講者には実際の教育現場での適用に思いを馳せ
て，自らの改善につなげてもらいたい。児童生徒年齢を念
頭に置いた説明なので，小学校～高等学校の教員で関心
ある方が適しています。

川原　誠司（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月6日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 55人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505511号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】体育の実技指導に活かす
運動観察と授業づくり

走，跳，投などの基礎的な運動について，何m投げられた
か，何秒で走れたかなどの記録をもとにした数量的な評価
ではなく，どのような動きが身に付いているかという質的な
評価の見方について学びます。そして，体育授業における
観察学習の意義やその効果的な指導について考えます。

加藤　謙一（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
幼・小・中・高の
体育や運動部を
指導する教諭

6,000円 60人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505512号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】学校文法の問題点と文法
指導

この講習では，主に中学校・高等学校の国語科授業の中で
行われる文法指導において依拠される「学校文法」の問題
点について講義をし，学校文法の特質とその他の文法論に
ついて知識を深めてもらう。そのことを通して，必要な・適切
な文法指導について考えを深めてもらう。

三宅　俊浩（教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校教諭（国
語）・高等学校教

諭（国語）
6,000円 55人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505513号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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令和２年度(第２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

宇都宮大学
【選択】現代の子どもたちの体格
と体力

子どもたちの体格や体力は以前と比べ大きく変化していま
す。文科省の資料では肥満児と痩身児はいずれも増加を示
し，標準的な体格を示す子どもたちは減少しています。ま
た，体力はやや増加傾向にあるもののピーク時に比べ低い
水準に留まっています。本講義では子どもたちの体格や体
力の客観的なデータを提示し，これらが健康に及ぼす影響
について解説を行います。さらに，子どもたちにとって運動と
栄養の必要性についての話題も提供する予定です。

小宮　秀明（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

小教諭，中・高教
諭（保健体育），

養護教諭
6,000円 65人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505514号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】わが国の稲作技術と経営

米作りは多くの小学校で体験学習として取り入れられてい
る。しかしながら，単なる農作業体験で終わっていることが
多い。指導をする先生方が日本の稲作の現状をより正しく
理解しておくことによって，児童が米作りの体験学習を通じ
て，作業体験のみにとどまらず様々な角度から稲作をより深
く理解できる様々な素材を提供できるものと考えている。ま
た，中学校や高等学校の先生方にも有意義な内容になるよ
うに努めたい。

高橋　行継（農学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
小・中・高教諭
（社会・理科・公

民・農業）
6,000円 50人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505515号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】保護者との関係づくりのコ
ミュニケーション

保護者との関係づくりは教職における大きな悩みの一つと
言われる。保護者からのメッセージの読み取りは難しく，そ
の心理的な要因を十分踏まえて対応しないと教員に過度の
自責感や怒りが生じることもある。逆に，教師の物言いが保
護者に困惑，不信，怒りを与えてしまうことも担当講師の教
育相談の経験からは見えてくる。本講習はこのような保護者
－教師間のコミュニケーションのポイントを学ぶものであり，
受講者各自の改善へのヒントとなることを目的とする。

川原　誠司（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月8日 教諭 全教諭 6,000円 55人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505516号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】小学校理科授業の基本

小学校理科授業を構想する際の基本を押さえるために，児
童の抱く科学概念，問題解決の過程などについて解説しま
す。物理，化学の教材を精選して観察・実験の場面を体験
的に学び，指導のポイントを考察します。理科におけるもの
づくりの例も取り上げようと思います。おもに小学校教員（特
に理科系出身でない方）を対象とします。

人見　久城（大学院教育学研究科教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月8日 教諭
小学校教諭（特に
理科系出身でな

い方）
6,000円 28人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505517号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】鍵盤ハーモニカの基礎講
座

小学校の音楽の授業や合奏で用いられることの多い，鍵盤
ハーモニカ演奏の講座です。教育用楽器と思われがちです
が，近年はプロのプレイヤーも登場しています。この講座で
は，様々な奏法や演奏スタイルについて勉強し，その成果
を創意工夫に満ちた魅力ある合奏や児童等の演奏技術の
向上に役立てていただきたいと考えています。最後に，受講
生それぞれに演奏をしていただきます。

新井　恵美（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月8日 教諭
音楽に携わる全

教諭
6,000円 25人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505518号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】国語科における主体的・
対話的で深い学びの視点からの
授業改善

学習指導要領改訂の基本方針の一つに，「主体的・対話的
で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進があります。
そこで，国語科における「主体的な学び」「対話的学び」「深
い学び」の視点に焦点を当て，これらの視点からの授業改
善についての理論と実践を学んでいきます。具体的には，
「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」が実現できた
子供の姿をイメージし，その実現に結び付く手立てを取り入
れた授業づくりを考えます。新学習指導要領の重点事項及
び学習評価についても触れます。グループワーク等も行う
予定です。

菊地　高夫（大学院教育学研究科准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月9日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭（国語）

6,000円 40人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505519号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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令和２年度(第２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

宇都宮大学
【選択】数学的に考える力を育て
る数学的活動に向けて

数学的に考える力を育てるために，数学的活動をどのよう
に算数・数学の授業のなかで実現させていけばよいかにつ
いて具体例に即して一緒に考えていきます。算数・数学の教
科書の問題等を題材に，授業づくりに関わる演習も行う予
定です。自身の算数・数学の授業を省察するとともに，数学
的活動の視点から日々の授業を改善する糸口を見い出す
機会になればと思います。

日野　圭子（大学院教育学研究科教授）
川上　貴（教育学部講師）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月19日 教諭
小・中教諭（数

学）
6,000円 55人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505520号

028-649-5119
http://www.utsunomiya
-u.ac.jp

宇都宮大学
【選択】体験し測定して学ぶ放射
線

中学校第１分野で放射線について触れることを視野に入
れ，身のまわりの放射性物質，一般的な放射線の性質，放
射線の遮へい，放射線測定器の原理などについての知識・
技能を再確認していただきます。具体的には，放射線発見
から現在の放射線利用の姿までの歴史を振り返り，霧箱に
よる放射線軌跡の可視化，放射線測定器（サーベイ・メー
ター）を使った身のまわりの放射線測定法の修得，金属の
種類・厚みと透過放射線強度の関係のグラフ化などを行い
ます。

山田　洋一（教育学部教授）
岩井　秀和（工学部助教）
夏目　ゆうの（教育学部助教）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月19日 教諭
小・中・高・特別
支援教諭（理科）

6,000円 32人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505521号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】ICTを活用して地球を探究
する

理科の他の分野（物理・化学・生物）と異なり，地学は教室
内で実物の観察や実験が難しい科目です。しかし，近年で
はそれらをICTを用いることでカバーできたり，探究的な活動
を行ったりすることができるようにもなりました。この講習で
は，地学分野の中でも最も基本となる「地球」についてICT
（PCやタブレット，スマートフォン等）を活用した探究活動を
実際に行います。参加に当たっては，お手持ちのスマート
フォンを活用していただくのが一番ですが，こちらでもタブ
レット等を一定数準備します。

瀧本　家康（教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月19日 教諭
主として中教諭

（理科）
6,000円 18人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505522号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】鍵盤ハーモニカの基礎講
座

小学校の音楽の授業や合奏で用いられることの多い，鍵盤
ハーモニカ演奏の講座です。教育用楽器と思われがちです
が，近年はプロのプレイヤーも登場しています。この講座で
は，様々な奏法や演奏スタイルについて勉強し，その成果
を創意工夫に満ちた魅力ある合奏や児童等の演奏技術の
向上に役立てていただきたいと考えています。最後に，受講
生それぞれに演奏をしていただきます。

新井　恵美（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月19日 教諭
音楽に携わる全

教諭
6,000円 25人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505523号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】暮らしの中の電気電子技
術

電気電子技術は，今日の豊かな社会生活を支える基盤技
術となっている。本講座では，目に見えない電気電子現象
が私たちの身の周りや社会でどのように使われているか
を，電気電子工学分野の基本的な技術要素である「電力」，
「エレクトロニクス」，「通信」，「制御」の観点から説明するこ
とにより，理科の中でも生徒にとって得手不得手が分かれる
電気電子工学分野に興味をもたせるためのヒントを提供す
る。

入江　晃亘（工学部教授）
船渡　寛人（工学部教授）
古神　義則（工学部教授）
平田　光男（工学部教授）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月19日 教諭
小・中・高教諭
（理科・技術・工

業）
6,000円 50人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505524号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】クラスの「人気者」とスクー
ルカースト

クラスの「人気者」は，クラスの皆から慕われているのか？　
必ずしもそうとは限らないことが国内外の調査研究でわかっ
てきた。いわゆるスクールカーストもこの問題に関係してい
る。慕われていないのにどうやって「人気」を獲得するのか。
「人気者」はどのような影響を与えるのか。「人気」がないと
どうなってしまうのか。国内外の調査・研究結果を紹介しな
がら，「人気」のあるなしに関する問題への対策を考える。

小原　一馬（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月20日 教諭 全教諭 6,000円 60人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505525号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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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

宇都宮大学
【選択】たのしくわかる化学実験
のコツ

中学校理科第1分野，及び高等学校化学分野の実験の中
からいくつかの教材を精選して，体験的に知識を再確認して
戴きます。教科書で扱う化学実験の初歩から発展的なもの
まで順を追って，安全・確実に実験を成功させるノウハウを
説明します。ねらい：「たのしくわかる化学実験」の「わかる」
という部分について，「何をどのように分からせるか」考える
ことも有意義でしょう。

山田　洋一（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
小・中・高・特別
支援教諭（理科）

6,000円 32人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505526号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】指揮をより分かり易くする
ために

指揮は合唱，器楽合奏等において必要不可欠である。現実
には奏者の指導に集中するあまり，自分の指揮法を見直す
機会があまり多いとは言えないのが現状である。そこで，一
度原点に立ち戻り，奏者にとって分かりやすい図形，たた
き，拍の取り方から指揮者のイメージの中に音がどのように
鳴っているかどうか，呼吸と照らし合わせながら検証し，講
習を行う。

髙島　章悟（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
音楽に携わる全

教諭
6,000円 40人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505527号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】指揮をより分かり易くする
ために

指揮は合唱，器楽合奏等において必要不可欠である。現実
には奏者の指導に集中するあまり，自分の指揮法を見直す
機会があまり多いとは言えないのが現状である。そこで，一
度原点に立ち戻り，奏者にとって分かりやすい図形，たた
き，拍の取り方から指揮者のイメージの中に音がどのように
鳴っているかどうか，呼吸と照らし合わせながら検証し，講
習を行う。

髙島　章悟（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
音楽に携わる全

教諭
6,000円 40人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505528号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】ICTで学ぶ自然地理学の
基礎

社会科地理分野の中でも，自然地理学領域（地形学，気候
学等）は教えにくいと感じている先生方も多いと思います。
本講座では，近年整備が著しく進んだ地理院地図を始めと
したWEB上の教材を活用して，自然地理学の基礎について
学ぶことを目標とします。本当に基本的なことからはじめて
行きますので，自然地理学を基礎の基礎から学んでみたい
と思っていらっしゃる先生方の受講をおすすめします。参加
に当たっては，お手持ちのスマートフォンを活用していただく
のが一番ですが，こちらでもタブレット等を一定数準備しま
す。

瀧本　家康（教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
主として中教諭社
会（中教諭理科も

可）
6,000円 18人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505529号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】保健授業を活性化させる
ための方策

学校における健康教育の中核である，教科としての保健の
授業を活性化するための方策について，次期学習指導要領
で示された内容等を踏まえながら議論する。その際，「主体
的・対話的で深い学び」の観点からの学習活動の工夫につ
いては重視して扱う。なお講習では，受講者によるグループ
ワーク等も適宜取り入れながら進める。

久保　元芳（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭
（保健体育）,養護

教諭
6,000円 50人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505530号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】音楽著作権法入門

インターネットの普及やグローバル化の進展により，著作権
について知ることはとても重要になってきています。学校現
場でも，文化祭，運動会，合唱コンクール，校内放送，音楽
の授業といったように，音楽の著作物を利用する機会がとて
も多くあります。そのような場面に遭遇した時，著作物の適
切な利用の仕方を考えられるよう，著作権法の概要や具体
例の検討を行います。基本的な法律の知識がなくても受講
できます。

新井　恵美（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月21日 教諭

音楽に携わる全
教諭（専門教科を
限定するもので
はありません）

6,000円 55人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505531号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】地域を志向した授業づくり
の理論と実践

地域に根差した学習プログラムづくりや学校経営が叫ばれ
る一方，その具体的な実践に苦慮している現場の声も少な
からず聞こえてくる。本講座では，受講者自身のこれまでの
実践（あるいはこれから取り組みたい実践）を素材とし，成人
教育の理論に依拠しながら学校と地域を結ぶより良いコー
ディネーションの方策を学んでいく。

長谷川　万由美（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月24日 教諭 全教諭 6,000円 50人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505532号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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令和２年度(第２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

宇都宮大学 【選択】生活をかたちづくる美術

人々が自分たちの身の回りの場やものをより良くしていこう
とする活動・・・そんなヴァーチャルではなくリアルを形づくっ
てきた美術の初心を振り返るところからはじめ，講義と実技
を交えながら，美術そして美術教育の本質的な意義につい
て改めて考えてみたいと思います。

梶原　良成（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月24日 教諭
小・中・高教諭

（美術）
6,000円 30人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505533号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】私達の暮らしの中の建築
と土木

私達の暮らしは，建築と土木の技術によって支えられ，安
心・安全・便利に，健康で心豊かな生活を送ることができま
す。建築・土木の扱う範囲は広く，建築は住宅から大規模ビ
ル・街区・都市・地域，土木は自然環境・社会基盤施設・都
市・地域・国土に及びます。本講座では，日頃当たり前に利
用している暮らしの中の建築技術，土木技術の原理や仕組
みを説明するとともに，災害への対応を含めた持続可能な
未来のために開発されている最新技術を紹介します。特別
な専門知識は必要ありません。

佐藤　栄治（地域デザイン科学部准教授）
安森　亮雄（地域デザイン科学部准教授）
丸岡　正知（地域デザイン科学部准教授）
長田　哲平（地域デザイン科学部助教）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 55人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505534号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】心のバリアフリーに焦点を
あてた福祉教育の実践的検討

高齢者や障害者の疑似体験に取り組む学校は多い。その
実施にあたっては多くの課題を検討し，準備する必要があ
るが，具体的に実践に即して検討する機会はほとんどない
のが現状である。そこでこの講習では，主として公共交通の
利用場面に焦点をあて，交通弱者の置かれている状況を理
解するための「心のバリアフリー」の推進に向けた授業のあ
り方について，国土交通省の協力を得て，実車(ノンステップ
バスや福祉タクシーなど)を利用して実践的な検討を行う。

長谷川　万由美（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月25日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 60人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505535号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】教師の精神的健康に必要
な5つの意識

教師の精神的健康を考えるときに精神的要素のバランスを
考えることは重要であり，様々な課題やストレスに対してバ
ランスよく対応できることが教師としての安寧や成長につな
がる。本講習では教師に必要な５つの意識を解説し（その際
には視聴覚素材も十分に活用する），またグループ討論も
行って，自らの意識バランスの課題や改善について内省で
きることを目的とする。グループ討論の資料とするために，
受講者には事前に簡単な課題をお願いする予定です。

川原　誠司（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

12時間
令和2年8月25日～
令和2年8月26日

教諭 全教諭 12,000円 40人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505536号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】米文学と地域性

英語教育に関わる英語圏文学について，地域の多様性とい
う観点から講義する。具体的には，アメリカ合衆国の文学史
を，北東部，南部，中西部，西部といった地域との関係から
学んでいく。

米山　正文（国際学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月25日 教諭
小・中・高教諭

（英語）
6,000円 25人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505537号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】C言語プログラミング入門

本講習では，プログラミング言語の一つであるC言語の基礎
知識や基本文法を学びます。ソフトウェア（プログラム）作成
には，ハードウェアの知識も必要となるため，初めに，コン
ピュータの簡単な仕組みについて解説した後，プログラミン
グの実習を行います。プログラミングでは，Microsoft Visual 
Studio 2015を使用します。本講習は，初めてプログラミング
またはC言語を学ぶ受講生を対象としています。

外山　史（工学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月25日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 25人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505538号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】美術史研究と鑑賞教育～
美術作品の見方～

この講習では美術史研究の学的展開とそこから導かれる観
点を整理し，美術史上の重要な作品や教科書掲載作品など
の美術概念やその特性などを分析する。また，単なる知識
理解にとどまらない感性的な美術作品の見方を捉え，図画
工作・美術の鑑賞題材や鑑賞教育のあり方を受講者ととも
に考察，検討する。

本田　悟郎（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月28日 教諭
小・中・高教諭

（美術）
6,000円 32人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505539号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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令和２年度(第２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

宇都宮大学
【選択】英語の文学作品を授業で
活用するには

英語で書かれた文学の様々な表現形式・ジャンルについて
知る。その上で，授業で教材として英語の文学作品を扱う場
合には，どのような点に注目できるのか考える。道徳的，教
訓的なメッセージとして文学作品の「内容」を読むだけでな
く，英語の特徴的な表現・伝統的な文学形式との対話を読
み取ることの面白さを理解し，伝えられるようになる。『ナー
サリーライム（マザーグース）』ほか，詩を中心に多くの作品
の原文を紹介する。

五十嵐　奈央（教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月28日 教諭
小・中・高教諭

（英語）
6,000円 30人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505540号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】ドラムサークルを活用した
仲間づくりの理論と実践

本講座では，生徒・児童同士，生徒・児童と教員とのコミュニ
ケーションを深めるための方法として，音楽，中でも打楽器
が持つ心理的，身体的，社会的な作用に着目する。とくにド
ラムサークル(参加者が輪になって打楽器を演奏する音楽
療法の一種)をとりあげ，ドラムサークルファシリテーションの
基本を学びながら，学校の中で生かす方法を検討する。

長谷川　万由美（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月29日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 60人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505541号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】ドラムサークルを活用した
仲間づくりの理論と実践

本講座では，生徒・児童同士，生徒・児童と教員とのコミュニ
ケーションを深めるための方法として，音楽，中でも打楽器
が持つ心理的，身体的，社会的な作用に着目する。とくにド
ラムサークル(参加者が輪になって打楽器を演奏する音楽
療法の一種)をとりあげ，ドラムサークルファシリテーションの
基本を学びながら，学校の中で生かす方法を検討する。

長谷川　万由美（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月30日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 60人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505542号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】素数の現れ方（素数列）
の規則性・不規則性について

この講習では，まず整数の素因数分解の一意性や素数が
無限個あることについて演習問題を交えながら解説する。
次に，素数の現れ方（素数列）の規則性・不規則性につい
て，「素数定理」や「等差数列定理」を例に演習問題を交え
つつ具体的に解説する。最後に，リーマン予想について簡
単に触れる。

酒井　一博（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年9月5日 教諭
中・高教諭（数

学）
6,000円 30人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505543号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】これからの体育授業の考
え方と授業づくりの実際（ゲーム・
ボール運動を中心に）

体育授業における「主体的・対話的で深い学び」をテーマ
に，これからの体育に求められる理論や学習観，方法論を
学びます。その際に授業づくりのアイデア等を紹介しながら
理解を深めます。また，理論的な内容に加えて実践的な理
解も深めるため実技を通した内容も行います。特に小学校
のゲーム・ボール運動領域の内容を中心に中学校の球技
につながる内容を取り上げて学びたいと考えています。

石塚　諭（教育学部講師）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年9月5日 教諭
小・中教諭（保健

体育）
6,000円 40人

令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505544号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】有機合成の実際

高校でも実施可能な簡単な有機合成実験を体験していただ
きます。それをもとに，課題研究のテーマや進め方を提案す
る「研究計画」を作成していただきます。
合成するのはクラゲなどがもつ蛍光蛋白質の蛍光発色団モ
デル分子です。この講座は，高大連携講座で開講中の実験
講座「光るクラゲの光るワケ」と同時開催しますので，高校
生の様子を見ながら，自らも実験を進めることになります。

大庭　亨（工学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年9月5日 教諭
高等学校教諭

（理科，課題研究
担当）

6,000円 10人
令和2年4月4日～
令和2年4月26日

令02-
10018-
505545号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】宇都宮大学教育学部附
属特別支援学校における教育実
践の理論と実際

本講座では，宇都宮大学教育学部附属特別支援学校（以
下，附特）における教育実践の実際とそれを支える理論的
枠組みについて多面的に検討を重ねます。受講生は，附特
の公開研究会に参加するとともに，当日，その前後に附特
研究主任および共同研究者である大学教員の講義を受講
することで，附特の教育実践をより深く理解し，学校種や障
害種の違いを越えた特別支援教育における実践的見識を
重ねられることと思います。

岡澤　慎一（大学院教育学研究科准教授）
石川　由美子（教育学部准教授）
司城　紀代美（大学院教育学研究科准教授）
福田　奏子（教育学部助教）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年2月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年11月28日～
令和2年12月11日

令02-
10018-
505546号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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令和２年度(第２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

お茶の水女子大
学

【選択】理科実験指導力養成講
座

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
領における新単元や、苦手に感じる人が多いテーマ（電気、
安全管理、振り子、梃子など）について、取り上げる。

吉村　和也（サイエンス＆エデュケーションセン
ター　特任准教授）

東京都文京区 18時間
令和2年8月19日～
令和2年8月21日

教諭

現職小学校教諭
のうち免許状更
新講習受講期間

該当者

18,000円 7人
令和2年3月16日～
令和2年7月20日

令02-
10030-
504501号

03-5978-5141
http://www.ocha.ac.jp/i
ndex.html

横浜国立大学
【選択】特別な教育的ニーズの理
解と支援の実際

特別な教育的ニーズのある児童生徒に対する理解を深める
と同時に、彼らに対する具体的な支援の方法として、交流及
び共同学習も含めて学ぶことを目指す。特に、発達障害児
についてとりあげる。

関戸　英紀（教育学部教授）
後藤　隆章（教育学部准教授）
軍司　敦子（教育学部准教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭、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 100人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505576号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】言葉による見方・考え方を
踏まえた国語科の授業づくり

平成２９年３月告示の学習指導要領国語では、言葉による
見方・考え方、情報の扱い方に関する事項など新たな視点
が導入され、これらをいかに「主体的・対話的で深い学び」
の中で学習していくかが問われている。本講習では、これら
観点の関係性を踏まえた国語科の授業づくりの在り方につ
いて考えていく。

髙木　まさき（教職大学院教授）
甲斐　利恵子（青山学院大学　文学部非常勤講
師）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（国語）

6,000円 200人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505577号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】音楽科担当教員のための
実践力養成講座(７)ピアノ、作曲

ピアノ、作曲・音楽理論の２分野において、初等、中等教育
における音楽科の指導力向上を目指した講習を行う。受講
生は２つの分野より１つを選択し、それぞれの講師の指導
のもとで研修する。ピアノ分野においては基本スキルの向
上とアンサンブル等における課題解決を試みる。作曲分野
においては簡単な作曲を試み、音楽づくりのポイントや楽し
さを確認する。

大瀧　郁彦（教育学部教授）
森野　かおり（教育学部講師）
島田　広（教育学部准教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年12月12日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高等学校教
諭（音楽）

6,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505578号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】離散数学からの教材作り

本講習ではパズル的な題材を通して、一対一対応の考え
方、鳩の巣原理、偶奇性などを扱い、離散数学の初歩につ
いて触れる。そこでは、難しい計算や大掛かりな公式を用い
ることなく、簡単な四則演算と簡単な論理により、奥深い数
学的事実を理解することを目標とする。また、それらの題材
を実際の授業でどのように扱うかについても考察する。本講
義は、座学の他に、グループ学習や学び合いの要素を取り
入れて行う。

中本　敦浩（大学院環境情報研究院教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校教諭（数

学）、高等学校教
諭（数学）

6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505579号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】離散数学からの教材作り

本講習ではパズル的な題材を通して、一対一対応の考え
方、鳩の巣原理、偶奇性などを扱い、離散数学の初歩につ
いて触れる。そこでは、難しい計算や大掛かりな公式を用い
ることなく、簡単な四則演算と簡単な論理により、奥深い数
学的事実を理解することを目標とする。また、それらの題材
を実際の授業でどのように扱うかについても考察する。本講
義は、座学の他に、グループ学習や学び合いの要素を取り
入れて行う。

中本　敦浩（大学院環境情報研究院教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校教諭（数

学）、高等学校教
諭（数学）

6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505580号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】コミュニケーションを通じて
学ぶ英文法

基本的な英語による会話活動を行いながら英文指導する方
法について理論と実践の両面からの理解を目指す。レク
チャーに加え、ペアやグループによる会話活動、モデリン
グ、グループ討議と発表、模擬授業等の活動を行う。児童
生徒中心の英語活動に興味のある小学校から高校までの
教員を対象とする。

渡辺　雅仁（国際戦略推進機構教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月7日 教諭

小学校教諭（日
常英会話レベル
以上）、中学校教
諭（英語）、高等
学校教諭（英語）

6,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505581号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

横浜国立大学
【選択】外国人児童生徒の現状と
問題－理論的解釈と教材－

在日外国人の定住化が進み、日本の学校においても外国
人児童生徒が増えてきた。日本社会で活躍できるよう外国
人児童生徒を教育することは社会的ニーズともいえる。そう
いった教育の場づくりは日本人児童生徒のグローバル人材
の育成にも繋がる。講習では、外国人児童に関する問題を
紹介し、バイリンガルや第二言語習得に関する理論を用い
ながら説明を行う。受講者同士意見交換する機会を設け
る。子どもたちの抱える問題は何か、有効な教育方法とは
何かについて知識を深める。

橋本　ゆかり（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年6月14日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 62人

令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505582号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】漢詩に親しむ

本講座では、前半は中国の歴史や日本の古典との関わりな
どにも触れつつ、詩人の人生や具体的な漢詩（主に唐詩）
の制作背景を紹介していきます。後半は、日本人が漢詩と
どのように関わってきたのかをたどり、中学生や高校生にも
利用可能な教具を用いて漢詩制作を体験していただこうと
考えています。前半は講義形式（質疑応答含む）、後半は講
義と漢詩制作（グループワーク）で行います。

高芝　麻子（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校教諭（国

語）、高等学校教
諭（国語）

6,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505583号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】金工の基礎（機械加工）

今回の講習では、最初に最近の加工技術や教材として多用
する金属材料（鉄系材料，銅合金，アルミ合金など）につい
ての講義を行います（約２時間）。その後、図面の作成を行
い、旋盤などの工作機械を使用してものづくり実習（オリジ
ナルドライバーの製作）を行います（約４時間）。金属材料の
基礎的な講義および中学校の現場では行うチャンスが少な
い機械加工の実習を行うことで、「材料と加工の技術」の指
導力向上を図ります。

坂本　智（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年7月18日 教諭
中学校教諭（技

術）
6,000円 6人

令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505584号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】POV-Rayで学ぶはじめて
の3DCG制作

コンピュータを利用した三次元グラフィックスの基礎を学びま
す。学校種や職種によらず分かりやすく見栄えのする教材
作成に活用できるコンピュータグラフィックスを、丁寧に書か
れた教科書「POV-Rayで学ぶ はじめての3DCG制作」
(ISBN-13: 978-4061538276)を利用して基礎から順番に学び
ます。初心者の方でも安心して受講してください。上記指定
の教科書はあらかじめ購入の上受講してください。

松下　孝太郎（東京情報大学　総合情報学部教
授）
山本　光（教育学部教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年6月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

立体画像（三次
元グラフィック）に
興味がある小学
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、栄養教諭

8,600円 100人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505585号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】POV-Rayで学ぶはじめて
の3DCG制作

コンピュータを利用した三次元グラフィックスの基礎を学びま
す。学校種や職種によらず分かりやすく見栄えのする教材
作成に活用できるコンピュータグラフィックスを、丁寧に書か
れた教科書「POV-Rayで学ぶ はじめての3DCG制作」
(ISBN-13: 978-4061538276)を利用して基礎から順番に学び
ます。初心者の方でも安心して受講してください。上記指定
の教科書はあらかじめ購入の上受講してください。

松下　孝太郎（東京情報大学　総合情報学部教
授）
山本　光（教育学部教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

立体画像（三次
元グラフィック）に
興味がある小学
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、栄養教諭

8,600円 100人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505586号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】Scratchプログラミング

スクラッチというプログラミング環境を利用してプログラミン
グの基礎を学びます。学校種や職種によらずプログラミング
的思考を学び、児童生徒の指導に当たることは、これからの
教員の必須能力です。丁寧に書かれた教科書「親子でかん
たんスクラッチプログラミングの図鑑」(ISBN9784297106867)
を利用し実習を行いますので、初心者でも安心して受講でき
ます。上記教科書をあらかじめご購入してください。

松下　孝太郎（東京情報大学　総合情報学部教
授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

プログラミング教
育に興味ある小
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、栄養教

諭

8,800円 100人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505587号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

横浜国立大学 【選択】Scratchプログラミング

スクラッチというプログラミング環境を利用してプログラミン
グの基礎を学びます。学校種や職種によらずプログラミング
的思考を学び、児童生徒の指導に当たることは、これからの
教員の必須能力です。丁寧に書かれた教科書「親子でかん
たんスクラッチプログラミングの図鑑」(ISBN9784297106867)
を利用し実習を行いますので、初心者でも安心して受講でき
ます。上記教科書をあらかじめご購入してください。

松下　孝太郎（東京情報大学　総合情報学部教
授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

プログラミング教
育に興味ある小
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、栄養教

諭

8,800円 100人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505588号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】「プログラミングゼミ」によ
るプログラミング教育

本講習では、タブレット端末で動く「プログラミングゼミ」でプ
ログラミング教育を体験します。児童生徒が夢中になって取
り組むことができるプログラミング教育の実例とともに、実習
を通してプログラミングを学ぶことができます。当日は、タブ
レット端末（iPadなど）をお持ちください。また、あらかじめ「プ
ログラミングゼミ」をインストールしておいてください。（注意：
横浜市の小学校に配置されたiPadには、既にプログラミング
ゼミはインストールされています。）

山本　光（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

プログラミング教
育に興味のある
小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教

諭、養護教諭、栄
養教諭

6,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505589号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】「プログラミングゼミ」によ
るプログラミング教育

本講習では、タブレット端末で動く「プログラミングゼミ」でプ
ログラミング教育を体験します。児童生徒が夢中になって取
り組むことができるプログラミング教育の実例とともに、実習
を通してプログラミングを学ぶことができます。当日は、タブ
レット端末（iPadなど）をお持ちください。また、あらかじめ「プ
ログラミングゼミ」をインストールしておいてください。（注意：
横浜市の小学校に配置されたiPadには、既にプログラミング
ゼミはインストールされています。）

山本　光（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

プログラミング教
育に興味のある
小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教

諭、養護教諭、栄
養教諭

6,000円 100人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505590号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】地学の基礎講座

理科第２分野の地学で学ぶ基礎的内容を解説する。様々な
気象現象、大地の変動や古生物に関する知見を通して明ら
かにされつつあるダイナミックな地球の姿について学び、基
本的な仕組みを理解する。地学に関する基礎知識は中学生
までの学習内容であることが多いが、その先の科学の最先
端の話題を理解するには地学の基礎的内容の理解が必要
である。

河潟　俊吾（教育学部教授）
筆保　弘徳（教育学部准教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科）

6,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505591号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】特別支援教育のこれから
を考える

特殊教育制度から特別支援教育制度への移行を軸に、そ
の間の学習指導要領の改訂、インクルーシブ教育、神奈川
の支援教育、医療的ケアの取り組み等のトピックについて
解説するとともに、シンポジウム形式で受講者を交えて議論
し、特別支援教育のこれからを考える。

伊藤　甲之介（鎌倉女子大学　児童学部准教
授）
伊藤　大郎（鎌倉女子大学　教育学部准教授）
名執　宗彦（教職大学院教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月22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 120人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505592号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】音楽科担当教員のための
実践力養成講座（２）声楽指導法
Ⅰ

声楽の基本的知識、および発声法の確認、楽譜の解釈、歌
詞の解釈と表現について研究する。発声法、そして日本語
の歌詞の処理の仕方について研究する。

河野　克典（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月7日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高等学校教
諭（音楽）

6,000円 32人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505593号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】音楽科担当教員のための
実践力養成講座（３）声楽指導法
Ⅱ

声楽の発声法の確認、楽譜の解釈、歌詞の解釈と表現につ
いて研究する。そして日本語の歌詞の処理の仕方について
研究する。日本歌曲、イタリア歌曲、ドイツ歌曲の課題曲を
指定し研究しながら歌唱方法、指導方法を研究する。＊声
楽指導法Ⅰを受講していることが望ましい。

河野　克典（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月8日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高等学校教
諭（音楽）

6,000円 25人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505594号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

横浜国立大学
【選択】国語教育のなかの作家と
作品

一人称小説を読むさいに、作品内の「私」を作者自身とする
解釈は「誤読」なのだろうか。本講習では、こうした考え方が
生まれた背景に存在する日本近現代文学の歴史と、文学作
品を分析するにあたって採用された、アカデミズムの方法論
の変遷について検討するとともに、昨今のライトノベルにお
ける作者と作品の関係について考察し、国語の授業を展開
するにあたっての、新たな思考の枠組みを提供したいと考え
ている。

一柳　廣孝（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月19日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国

語）、高等学校教
諭（国語）

6,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505595号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】美術教育・美術理論の基
礎

小・中学校における美術教育の基本的な内容を美学・美術
史的な視点から、また学習指導要領を中心にした視点から
解説しながら講習を行う。また、学校教育現場で授業を行う
際の問題点、疑問点などを参加者と共に考えながらの講習
とする。講義に加え、受講者が参加しながら解決策を探って
いくワークショップを取り入れた講習とする。

小池　研二（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（美術）

6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505596号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】これからの時代に求めら
れる書写・書道教育－小・中・高
－

小・中学校国語科「書写」と高等学校芸術科「書道」につい
て、教育内容や教授法の理解を深め、実践力を高める講
座。実技を伴いながら、教材の観点や効果的な授業過程を
体験的に学ぶ。また、「書写」と「書道」の接続の観点から、
双方のねらいや学習の意義を明確にした上で、子どもたち
の表現活動に生きる書写・書道のあり方について考える。受
講対象者は、小学校教諭・中学校（国語）教諭・高等学校
（書道）教諭等。
【持ち物】毛筆書写（書道）用具

青山　浩之（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月21日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国

語）、高等学校教
諭（書道）

6,000円 31人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505597号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】実技講習　立体造形「木
で皿をつくる」

小・中学校、高等学校における図工・美術教育の基本素材
である木材の活用を、実技を中心に指導者としての視点
等、解説を織り交ぜて作品制作を行う。具体的には、各種木
材の板を用いて木工手道具による刳りもの（器物）を制作す
る。また、学校教育現場で授業を行う際の問題点、疑問点
などを参加者と共に考えながらの講習とする。

原口　健一（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月5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 12人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505598号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】学習科学から考えるこれ
からの学び

学習科学に関する研究をもとに、これからの学習について
考え、各教科の学びに生かせるようになることを目指しま
す。様々な学習に関する理論やそれに伴う教材や授業など
を、グループ活動をもとに議論しながら学びます。また、これ
らを通して、「主体的・対話的で深い学び」をどのように実現
していくのか考えていきます。

脇本　健弘（教職大学院准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年6月14日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 50人

令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505599号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】学習科学から考えるこれ
からの学び

学習科学に関する研究をもとに、これからの学習について
考え、各教科の学びに生かせるようになることを目指しま
す。様々な学習に関する理論やそれに伴う教材や授業など
を、グループ活動をもとに議論しながら学びます。また、これ
らを通して、「主体的・対話的で深い学び」をどのように実現
していくのか考えていきます。

脇本　健弘（教職大学院准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月22日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 50人

令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505600号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】教科に活かすワークショッ
プデザイン入門

ワークショップとは、創作や体を動かす活動を通じて、参加
者が知識や考え方を作り上げる学び方です。ワークショップ
の方法は、授業や特別活動など、学校の様々なシーンで取
り入れられています。本講座では、実際にワークショップに
参加し、ワークショップの基本的なプロセスや要素を学び、
更に自分の教科や授業で使えるような、ワークショップのデ
ザインにチャレンジします。またワークショップに関係する基
礎的な理論も学びます。

脇本　健弘（教職大学院准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年7月19日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

学校教諭
6,000円 50人

令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505601号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

横浜国立大学
【選択】社会科教育の最先端９　
深い学びを育む社会科授業

社会科において深い学びを育むために、対話型の授業づく
り（単元構想も含めて）についての知識やスキルを習得す
る。主体的な学習活動をさせてもなかなか深い学びを育め
ない授業事例を題材にして、特に教材研究のあり方につい
ての改善に取り組んでもらう。本講習の趣旨を勘案してであ
れば、学校種を問わず受講を認める。受講生は学習指導要
領解説を持参すること。

重松　克也（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年7月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505602号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】ブラジルの自然環境と保
全（南アメリカ地誌）

世界の諸地域（中学）、および国際理解と現代世界の諸地
域（高等学校）に関わる世界地誌のうち、授業では取り上げ
られる機会の少ない南アメリカについて、主題図、統計資
料、景観写真などを用いてわかりやすく紹介します。特に、
近年著しい経済発展を遂げて、世界経済の中での存在感が
増し、またサッカーW杯や夏季オリンピックといった世界的な
イベントを開催してきたブラジルを題材に、アマゾン熱帯雨
林やセラードなどの自然環境とそれにかかわる人間活動や
環境保全について理解を深めます。

吉田　圭一郎（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年7月18日 教諭
中学校教諭（社

会）、高等学校教
諭（地理歴史）

6,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505603号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】戦後の日本経済社会：高
度経済成長期からバブル崩壊後
の低迷期まで

戦後の高度経済成長期からバブル崩壊後の低迷期までの
日本の経済社会の歴史を概観し、日本の社会経済的構造
の特徴を読み解きながら、日本の経済社会が抱える課題
（雇用・労働問題、貧困問題等）について受講者とともに考
えたい。

片岡　浩二（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月21日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高等学校教
諭（公民）

6,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505604号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】ライフサイクルの考え方に
基づく環境教育の手法（初級編）

近年、身の周りの製品やエネルギーなどのライフサイクルに
注目した環境教育の事例が増えている。CO2などの環境へ
の影響を自らの問題として受け止め、日常の行動や学びに
反映するために、ライフサイクルの考え方を学ぶことは極め
て重要である。本講では、身近な製品などのライフサイクル
を通した環境影響を考える教育教材の指導方法を学び、教
科での活用方法などを考える。初級編は、これまで具体的
な環境教育などの教育機会の無い方や経験の少ない方を
主な対象とし、時間をかけてグループワークなどの活動を体
験する内容である。

松本　真哉（大学院環境情報研究院教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年7月27日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 60人

令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505605号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学

【選択】総合的な探究の時間の課
題設定におけるライフサイクル思
考を取り入れた環境教育教材の
活用

高等学校で導入された総合的な探究の時間では、生徒の
探究課題の設定とその指導が課題の一つである。ライフサ
イクルの考え方に基づく環境教育の教育目標は、当該科目
が育成を目指す生徒の資質・能力と重複する。更に、世界
各国の様々な課題と関連する資源利用に基づく私たちの生
活をライフサイクルの考え方に基づいて探究することは、当
該科目が想定している生徒の学びと合致する。そこで本講
では、ライフサイクルの考え方に基づく教材を学習し、探究
科目の課題設定での活用方法について考えたい。

松本　真哉（大学院環境情報研究院教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年7月29日 教諭 高等学校教諭 6,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505606号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】ライフサイクルの考え方に
基づく環境教育の手法（中級編）

近年、身の周りの製品やエネルギーなどのライフサイクルに
注目した環境教育の事例が増えている。CO2などの環境へ
の影響を自らの問題として受け止め、日常の行動や学びに
反映するために、ライフサイクルの考え方を学ぶことは極め
て重要である。本講では、身近な製品などのライフサイクル
を通した環境影響を考える教育教材の指導方法を学び、教
科での活用方法などを考える。中級編は、環境教育の実施
経験が多い方やこれらの方法を授業に活用してみたい方を
主な対象とし、PCによる実習を含めた数多くの教材や活動
を紹介する内容である。

松本　真哉（大学院環境情報研究院教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2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 36人

令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505607号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

横浜国立大学
【選択】英語力の評価：英語教師
のためのアセスメント・リテラシー
入門

英語力の評価について実践的な理解を深め、英語教師の
アセスメント・リテラシーの向上を目指す。まず、評価に関す
る基本的概念を理解する。次に、大規模評価として、全国学
力学習状況調査（中学英語）を題材に、目的や構成、内容、
採点基準等の点から分析・検討を行う。次に、教室内評価を
扱う。テストの作成手順を学び、受講者等が作成した定期テ
スト等の分析を行い、改善方法を検討する。あわせて多面
的な評価方法について学ぶ。

斉田　智里（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年7月27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 60人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505608号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】美術実技平面「デザイン」

小学校・中学校・高等学校に於ける図工・美術教育実技の
基本的な内容の内、平面的造形を実技を通して学習する。
具体的には課題「自分のシンボルマーク」に取り組み、創案
～製図～彩色を行う。現代デザインの領域と役割に関する
資料を配布してデザインへの理解を深める講義も行い具体
的作例も示す。講習を通じて教科指導に関する知見と能力
を高める。

渡辺　邦夫（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年7月25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
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505609号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】化学実験と危機管理

本講習では、小・中学校で扱う化学薬品や実施する化学実
験を例にあげ、これまでどの程度の知識を有し、実験を安全
に行うことを心がけてきたかを再確認するとともに、化学実
験を安全に行うための危機管理と事故を起こさない・繰り返
さないための対策について、日頃からどのようなことに取り
組んでいけばよいかを考えます。また、児童・生徒の興味を
ひくような化学実験などについても紹介します。実験を行い
ますので、動きやすい服装で出席してください。

鈴木　俊彰（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年7月4日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科）

6,000円 36人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505610号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】身の回りの化学

理科では、「科学的な見方や考え方」を育成することが必要
ですが、それは日常の生活においても大切です。本講習で
は、身の回りの化学物質や現象などについて、身の回りの
題材を用いながら、科学（化学）的な見方や考え方をしてい
るか、どの程度の知識を有し、その知識を使いこなせている
か、などを再確認するとともに、正しい知識を身に付け、身
に付けている知識を有効に活用していくことを考えていきま
す。実験も行いますので、動きやすい服装で出席してくださ
い。

鈴木　俊彰（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年7月11日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科）

6,000円 36人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505611号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】英語ディベート活動の実
践

英語によるディスカッションとディベートの違いを理解した上
で、ディベートの練習を行う。講習ではまず、ディスカッション
とディベートの違いについて話し合い、明確化をする。次に
ディベートの手順を理解し、練習を行う。賛成派と反対派に
分かれて、論理的によく支持された立論、及び、反対側の主
張に対して説得力のある反論を準備し、発表を行う。教室で
英語のディベート活動を取り入れる際の課題や解決策につ
いて考える。

アントワーヌ　ステビンズ（教育学部非常勤講
師）
斉田　智里（教育学部教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年7月28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 60人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505612号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】第二言語習得論：人が第
二言語を学ぶメカニズム

英語教育を理解するためには、学習者の英語習得のメカニ
ズムを理解しなければならない。日本語の母語話者にとっ
て、英語は第二言語である。この講習では、第二言語習得
研究の重要な研究成果を通して、日本人の英語習得メカニ
ズムについて学ぶ。

尾島　司郎（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年6月6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 60人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505613号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】中学・高校の英語教員が
知っておきたい小学校英語の世
界

小学校英語の教科化に伴い、中学校・高校の英語教育も変
革が求められる。この講習では、普段は小学校への接点が
少ない中学・高校の英語教員を対象に、小学校英語・児童
英語の世界を紹介し、小学校英語を踏まえた上で中高での
英語教育実践を考えてもらうことを目指す。

尾島　司郎（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年6月20日 教諭
中学校教諭（英

語）、高等学校教
諭（英語）

6,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505614号

045-339-3159 http://www.ynu.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

横浜国立大学
【選択】言語および日本語の歴史
―最新の研究成果―

最近十数年の人類学・遺伝学・考古学・歴史学、および言語
を扱うコンピュータソフトの進化により、言語や日本語の歴
史に関する研究は、日進月歩で進んでいる。本講習では、
受講生の方々が大学生の時には知られていなかった、最近
の言語・日本語に関する新事実・新研究成果について、写
真や図録などを使ってなるべく具体的に説明する。その後
で、これからの日本語および国語科教育について、受講者・
講師共に考察・討論する。

古田　恵美子（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年6月13日 教諭
中学校教諭（国

語）、高等学校教
諭（国語）

6,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505615号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】英語発音指導の実践的
理解

児童生徒による英語を用いた主体的な言語活動は、現在の
学習指導要領において最も重要視されている項目である。
本講習では、「英語で行う英語授業」にも対応できるような英
語の発音指導について、詳細な解説を行なうとともに、講習
内で発音の演習を行う。

高橋　邦年（放送大学　神奈川学習センター客
員教授）
田中　秀毅（教育学部准教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年7月11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 50人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505616号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】音楽科担当教員のための
実践力養成講座（１）諸外国の音
楽講座

私たち教師自身が知らない・演奏できない諸外国の音楽を
いったいどのようにとりあげればよいのか？　この切実な問
題に対する一つの解決策として、アメリカの音楽教育学者パ
トリシア・キャンベルによる世界音楽教授法を紹介します。
基本は音楽を聴き、真似ること。リスニング活動が中心なの
で、音源一つで授業ができる上、児童生徒が音楽をアクティ
ブに、段階的に学ぶことができるメソッドです。資料は当日
配布します。

金光　真理子（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年7月23日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（音楽）

6,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505617号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】音楽科担当教員のための
実践力養成講座（４）邦楽囃子の
世界～日本のリズム

日本伝統音楽の「お囃子」のワークショップ　能楽と歌舞伎
で演奏される邦楽囃子の世界を体験し、日本伝統音楽の真
髄に触れる。小鼓の演奏方法の習得をメインに、大鼓、太
鼓、笛との合わせ（アンサンブル）も試みる。学習指導要領
で、日本伝統音楽の学習（太鼓や鑑賞を含む）が義務付け
られており、この講習によってこれまで欠けていた分野の補
完となる。教員のほとんどは、これらの指導を受けたことが
なく、全く指導できない状況が続いていた。

小川　昌文（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

7時間 令和2年8月19日 教諭

小学校教諭 、中
学校教諭（音楽） 
、高等学校教諭

（音楽）

6,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505618号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】学校における食育の推進

学習指導要領の総則に、学校の教育活動全体を通じて適
切に行われるべき体育・健康に関する指導の一つとして、
「食育の推進」があげられている。2005年の食育基本法の
制定にいたるまでの経緯やその後の食育活動の現状を振り
返りながら、今後学校における食育をどのように進めていけ
ばよいのかを考える。

杉山　久仁子（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、栄養
教諭、養護教諭

6,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505619号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】音楽科担当教員のための
実践力養成講座（６）移動ド唱法
と合唱指導

小学校、中学校学習指導要領で「適宜、移動ド唱法を用い
ること」として指導が義務づけられている「移動ド唱法」の理
論と指導のワークショップ。移動ドを用いて合唱指導をどう
行うのか、その理念とテクニックを中心に講習を行う。義務
教育及び高等学校の音楽科を視野に入れ、教育現場の現
実を踏まえて、ユニゾンからポリフォニックな曲に至るまで、
継続的かつハイレベルで教えるにはどのようにすれば良い
のか、参加教員とともによりよいアプローチを検討していく。
参加者は必ず音叉（A=440Hz, または442Hz）を持参するこ
と。

小川　昌文（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

7時間 令和2年8月21日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高等学校教
諭（音楽）

6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505620号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】音楽科担当教員のための
実践力養成講座（５）箏のワーク
ショップ

昨年度に引き続き、生田流による箏のワークショップをおこ
なう。基本的な奏法をふまえて、代表的な曲を習得するとと
もに、教育現場で指導するための必要不可欠な指導技術も
合わせて学ぶ。履修希望者は必ず生田流の箏の爪を一式
事前に購入しておくこと。

郷司　雅子（教育学部非常勤講師）
神奈川県横浜
市

7時間 令和2年8月20日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高等学校教
諭（音楽）、特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505621号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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横浜国立大学
【選択】体験して考える！国語教
育・読書教育におけるゲーミフィ
ケーション活用

アクティブ・ラーニングを実現するひとつの手法としてゲーミ
フィケーション（ゲームデザインやゲーム的要素の導入）に
注目が集まっています。本講座では、近年開発されてきた
言葉の学習に関するゲーム教材を実際に体験し、その体験
にもとづき受講者とのディスカッションを行うことで、国語科
におけるゲーミフィケーション導入の可能性を探るとともに、
国語科におけるゲーミフィケーション導入の際のポイントに
ついて考えます。

石田　喜美（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年11月7日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（国語）

6,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505622号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】体力・運動能力にみる力
を測る

本講習では、①PWC75%HRmaxで有酸素的作業能を、②脚
伸展パワーで無酸素的作業能力を、③身長・体重や体重計
型体脂肪測定装置で推定される身体組成を算定し、④文部
科学省による体力・運動能力テスト項目との関連を、並行し
て、⑤だれでも簡便に実践できるウォーキングを通じて、一
定の距離を、異なる速度で、実践する運動が、身体にいか
なる変化を生み出すかを、それぞれ実践的に学習し、⑥体
力・運動能力に潜む力と技術の関係を探求する。

海老原　修（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

8時間 令和2年8月1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）、特別支援学
校教諭

6,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505623号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】情報セキュリティ

教育の情報化において、中学校、高等学校の教員における
情報セキュリティ対策は喫緊の課題です。本講習では、情報
セキュリティの基盤となる暗号技術、その応用セキュリティ技
術、また最近のサイバー攻撃に対する対策まで、情報セ
キュリティに関わる広範な内容に関して理解を深めます。そ
して、今後の教育の情報化において、求められるセキュリ
ティ技術や必要なセキュリティ対策について考えていきま
す。

四方　順司（大学院環境情報研究院教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校教諭、高

等学校教諭
6,000円 30人

令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505624号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】生物学の基礎と実践演習

小学校理科、中学校理科の内容に関する基礎的な講義と、
実践を通した実験・演習を行う。動物学に関しては顕微鏡の
使用や解剖実験、植物学に関しては身近な植生や図鑑の
使用法などについて講義と実験を行う。実践例を知ること
で、教育現場での応用について、考察していく。

西　栄二郎（教育学部教授）
倉田　薫子（教育学部准教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科）

6,000円 32人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505625号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】海洋と宇宙の今

国際的な行動原則としてSDGsが掲げられ、海洋宇宙空間
の開発でも、海洋再生可能エネルギー、海運輸送の脱炭素
化、衛星による環境センシング、衛星通信サービス等が、総
合工学として多くの教科と関連しながら進展している。本講
義では、海洋宇宙工学の今として国際的な社会背景も含め
た最新動向および工学的に基礎的な知識を修得し、海洋や
宇宙空間の利活用に関して”気づき”の間口を多面的に広
げ、SDGsの社会実装の概念例として多面的な思考の重要
性を伝えられるようにする。

村井　基彦（大学院環境情報研究院准教授）
平川　嘉昭（大学院工学研究院准教授）
樋口　丈浩（大学院環境情報研究院准教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校教諭、高

等学校教諭
6,000円 40人

令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505626号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】算数学び合いの授業づく
り

算数授業において主体的対話的で深い学びを実現するた
めの授業づくりの要点を具体的な算数授業事例を紹介しな
がら、講義する。また学年別に授業展開案や教材づくりを演
習形式で行う。

石田　淳一（東京家政大学　家政学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年6月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505627号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】歌唱・合唱指導法

音楽科歌唱・合唱指導の場に即して、（１）歌う環境づくり、
（２）発声指導の基礎、（３）ハーモニーづくり、（４）教材と指
導内容・学習活動の関連、（５）言語活動の意義、について
体験的に研修を進めていきます。教材は当日配布します。
研修課題は、初等・中等教育共通に捉えられるよう設定しま
す。

中嶋　俊夫（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月11日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高等学校教
諭（音楽）

6,000円 36人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505628号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

横浜国立大学
【選択】特別な支援を必要とする
児童生徒の行動問題の理解と支
援

特別な支援を必要とする児童生徒、中でも発達障害のある
児童生徒を中心に、学校や家庭生活の中で生じる行動問題
について応用行動分析の視点から理解し、学校や家庭生活
への参加を促進する指導について理解を深めます。

渡部　匡隆（教職大学院教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月6日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭、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 120人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505629号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】ワークショップ型の家庭科
授業デザイン

主体的・対話的で深い学びが求められている今日の社会状
況を踏まえ、家庭科の内容を取り上げワークショップの手法
を取り入れた授業づくりを行う。特に、児童生徒に問いが生
まれ、自ら追究するプロセスを授業の中に位置づけるには
どうしたらよいのか検討する。また、アクティブ・ラーニングを
取り入れた授業の評価のあり方についても取り上げる。

堀内　かおる（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月20日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（家

庭）、高等学校教
諭（家庭）

6,000円 32人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505630号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】家庭科、技術・家庭科に
おける食生活の学習

新学習指導要領の「B衣食住の生活」においては、食生活、
衣生活、住生活を総合的に捉え、「生活の営みに係る見方・
考え方」を働かせ、健康・快適・安全で豊かな生活を営んだ
り、生活文化を継承したりする視点から、衣食住の生活に係
る課題を解決する力を養い、実践できるようにすることを目
指している。本講座では、食生活の学習を対象とし、小学
校・中学校・高等学校の系統性を確認するとともに、生活の
自立に必要な知識及び技能とその学習過程について考え
る。

杉山　久仁子（教育学部教授）
海野　功子（附属鎌倉中学校教諭）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月21日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（家

庭）、高等学校教
諭（家庭）

6,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年3月24日

令02-
10034-
505631号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

富山大学
【選択】附属学校教育実践演習
（幼稚園）

本講習では、富山大学人間発達科学部附属幼稚園での公
開保育ならびに講演会に参加し、年少児、年中児もしくは年
長児の遊びの観察・記録の作成と、その後の演習及び参加
者の議論を通して、保育者として必要な幼児の資質・能力の
育ちを考察する力を身に付ける。なお、本講習は、幼小連携
の観点から小学校教諭も対象とする。

小林　真（学術研究部教育学系教授）
若山　育代（学術研究部教育学系准教授）

富山県富山市 6時間 令和2年6月18日 教諭
幼稚園、小学校、
特別支援学校教

諭（幼稚部）
8,000円 50人

令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505085号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】附属学校教育実践演習
（小学校外国語（英語））

本講習では富山大学人間発達科学部附属小学校の外国語
活動（英語）の公開授業を参観する。その後の協議会にお
いて、児童の主体的な学びを促す条件や活動について授業
者及び他の参観者と話し合う。また、受講者自身の普段の
授業において児童の主体的な学びを促すためには、どのよ
うに授業を改善工夫すべきかを考察する。なお、小学校外
国語活動は、英語学習の基礎であり、その後の教育の系統
性の点から、中学校・高等学校（英語）教諭にとっても有益
な内容である。

岡崎　浩幸（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年6月12日 教諭
小学校、中学校・
高等学校（英語）

教諭
8,000円 25人

令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505086号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】附属学校教育実践演習
（中学校）

本講習では，富山大学人間発達科学部附属中学校におけ
る教育実践を参観，協議会に参加し，それに基づいたグ
ループワークと講義を行うことをとおして，一人一人の子ども
の学びを保障するための教師の役割について考察を深める
ことを目的とする。なお，主たる受講対象は中学校だが，隣
接学校種である小学校及び高等学校を対象とすることで，
議論に深みをもたせる。授業において教師は子どもの何を
捉え，何をつないでゆく必要があるのか。そうした課題につ
いて，教職の専門性や教師の省察的実践の意義を理論的
に捉えつつ，学び合う。

増田　美奈（学術研究部教育学系講師） 富山県富山市 6時間 令和2年6月5日 教諭
小学校，中学校，

高等学校教諭
8,000円 30人

令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505087号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】附属学校教育実践演習
（中学校英語）

本講習では富山大学人間発達科学部附属中学校の英語の
公開授業を参観する。その後の協議会において、生徒の学
びの事実を基に、授業の目的や手立てについて授業者及
び他の参観者と語り合う。授業の事実や他の参観者の発言
などから、子どもの学びの成立に不可欠な要素や授業の見
方を学ぶ。また受講者自身の授業改善への示唆を得る。な
お、その後の教育の系統性の点から、高等学校（英語）教諭
にとっても有益な内容である。

岡崎　浩幸（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年6月5日 教諭
中学校・高等学
校（英語）教諭

8,000円 25人
令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505088号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/
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令和２年度(第２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

富山大学
【選択】子どもの姿から学びあう
授業研究－教師自身の見方・考
え方を培う－

本講習は、富山大学人間発達科学部附属特別支援学校の
公開教育研修会を利用した講習である。文部科学省の提言
「学び合い、高め合う教員養成コミュニティの構築」に応える
ため、本校では、"学びあいの場"と称する教員研修を行っ
ている。この研修の最大の特徴は、教師自身の見方・考え
方を豊かにするために、授業研究において参観者が改善策
を"教え合う"のではなく、授業での子どもの姿から、そのと
き子どもが何を考えたのかの解釈を"聴きあい"深める点に
ある。講習では、授業を参観し、実際に解釈を重ね合わせる
ことを体験する。

竹村　哲（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年7月4日 教諭
小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校教諭

6,000円 25人
令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505089号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学 【選択】MAPで学ぶ問題解決

発想法を通して、問題解決の手法の基礎を学ぶ。発想法
は、自分の発想を柔軟にして、アイデアを活性化する方法で
あり、発想法を活用することで、教材開発、授業改善、カリ
キュラム開発など、教師が教育を改善するための問題解決
のプロセスにおいて、視野を広く持ち論理的に可能性を追
求することができるようになる。

小川　亮（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505090号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】重症心身障害児の健康
問題

近年、医療技術の進歩などに伴い、重度の障害を持ち、気
管切開や胃ろうを施行され、日常生活を送るに当たって喀
痰吸引や経管栄養などの医行為（医療的ケア）を必要とす
る児童が増加している。このような問題を抱える重症心身障
害の健康問題、医療的ケアや緊急時の対応に関して講義、
実技講習を行う。

宮　一志（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月24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 12人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505091号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】スポーツ医学と「体気づ
き」

「体ほぐしの運動」は体への気付きや調整、仲間との交流を
主なねらいとしており、「スポーツ医学」の最大の課題はケガ
や故障の克服・予防であるが、いずれも自分や仲間の体を
知り、体との対話を進めていくということが基本となる。乳児
の発達、体育、スポーツおよび介護など様々な現場での取
り組みを通して、「主体的・対話的で深い体の学び」とは何
か？について提案を行う。

布村　忠弘（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2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
校教諭，養護教

諭

6,000円 60人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505092号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】多様なプログラミング学習
のための実践的教育法

近年、急速に導入が進むICT環境を遊びに活かす教育方法
等について、実践的に学ぶ講習である。「子どもの遊ぶ力」
に視点を当て、子どもの主体的・対話的で深い学びを引き
出す学習活動を体験し、いかに子どもの学ぶ意欲を高める
かについて学ぶ。講習は2名の講師の連携によって実施さ
れる。小川は「iPadで遊びながらビデオ作成」、山西は「遊び
を活かすプログラミング教育」を行う。

小川　亮（学術研究部教育学系教授）
山西　潤一（元富山大学人間発達科学部教授）

富山県富山市 6時間 令和2年8月4日 教諭
幼稚園、小学校、
特別支援学校教

諭
6,000円 40人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505093号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】特別支援教育とICT―普
段使いからミライの学びまで―

特別支援教育においては、比較的古くからAAC（補助拡大
コミュニケーション）やAT（援助技術）としてICTは用いられて
きた。今日ICT環境はますます身近になり、児童・生徒本人
が有していることは珍しくない。教員には授業での活用だけ
でなく、児童・生徒の自立生活に必要なツールとして利用で
きることが求められている。この講習では授業での普段使い
からICTにしかできない活動まで、体験的に学ぶ。

水内　豊和（学術研究部教育学系准教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月5日 教諭

特別支援学校教
諭、小中学校特
別支援学級担当

教諭

6,000円 20人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505094号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】保育内容（人間関係・環
境）の指導法

保育内容の領域(人間関係)については、各園で実践できる
ソーシャルスキル教育と、ルールのあるゲーム遊びの事例
を紹介する。領域(環境)では、園外保育で自然体験活動を
行う際の留意点及び数･形･標識などの認識を促す保育の
在り方について講義する。

小林　真（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月15日 教諭
保育、幼稚園教

諭
6,000円 100人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505095号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.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」
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富山大学
【選択】ACCESSを用いた問題解
決法入門

学校の危機管理上、大切な児童生徒の情報管理は、可能
な限り内部の教職員が行うことが求められている。本講習で
は、コンピュータを専門的に扱う情報や数学の教諭に限ら
ず、児童生徒の情報をつかさどる全ての教職員に対し、情
報管理能力を身に付けることを目的に、簡易データベース
作成ソフトであるACCESSを用いたシステム開発法と、基本
的なプログラミングについて実践的に解説する。

竹村　哲（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月20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
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505096号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】知識の理解の質を高め資
質・能力を育む授業づくり

新学習指導要領では、知識の理解の質をさらに高め、確か
な学力を育成することが求められている。その実現のため、
主体的・対話的で深い学びを引き起こす授業の工夫・改善
を行っていく必要がある。また、そこで本講座では、これから
の学びを実現するための授業やカリキュラムづくりについ
て、これまでの自らの授業や具体的な事例をもとに、主体
的・対話的で深い学びやICTの活用等を取り入れながら考え
るワークショップを行う。

成瀬　喜則（学術研究部教育学系教授）
黒田　卓（学術研究部教育学系教授）

富山県富山市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 20人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505097号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学 【選択】「和」の人間性教育論

私たちは「和」という素晴らしい文化的思想を後進に残して
いく責務があると思います。ただし「和」は誰かから与えられ
るのではなく創るものそして育むものです。合意するための
技能はもちろん必要ですが，その資質である適応（アコモ
デーション）の志向性が備わっていなければなりません。こ
れによって子供たちに心の壁を創らないインクルーシブ教育
ができると思います。本講習は，この共生に適う「和」の資質
について学びます。

竹村　哲（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 20人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505098号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】物語論で読むティム・オブ
ライエンと小川洋子

文学教育において精読・判断力は必須である。教育現場で
精読が軽視されている今日においてこそ改めて精読に取り
組む必要がある。精読の方法論として物語論を採用し、ティ
ム・オブライエン、小川洋子らの国語教材をその表現構造を
おさえることで、当該教材に関する国語教育系・文学研究系
の先行論の問題点を確認し、より適切な教材理解を判断し
たい。

西田谷　洋（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校、中学校・
高等学校（国語）

教諭
6,000円 25人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505099号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】防災教育・学校園防災の
ために知る津波被災・原発震災
の教訓

緊急事態では、学校組織一体となった協力関係が求められ
る。一方、情報不足が決断を遅らせる事態も発生する。東日
本大震災・原発震災では、巨大津波や原発事故の影響で学
校現場でも被害や影響が広がった。学校現場で何が起こっ
たのか、宮城県石巻市立大川小学校、石巻市日和幼稚園
及び福島県などの事例（裁判判決，判決後の動きなど，最
新情報を含む）を取り上げ、学校防災・防災教育のために必
要な学校での備えを参加者で検討する。

林　衛（学術研究部教育学系准教授） 富山県富山市 6時間 令和2年7月31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 60人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505100号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】主権者教育のためのメ
ディアリテラシー・批判的思考力

教科書や資料の内容を直接的に理解する機能的リテラシー
だけでは、市民社会（市民を主権者とする民主社会）の構成
員、すなわち主権者に必須な高次リテラシーは発揮できな
い。多様な思考、経験を持った市民が集まる社会で、批判
的思考力、読解力を発揮し、物事を多面的に吟味する能力
の育成が、各国で主権者教育（市民性教育）の柱として重要
視されているものの、日本での取り組みは遅れている。東日
本大震災、原発、心のケア、スポーツ、学校保健、いじめ等
に関するニュースあるいは社説比較分析から事例を選び、
討論型授業を試みる。

林　衛（学術研究部教育学系准教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月26日
教諭

養護教
諭

小学校、中学校・
高等学校（国語・
社会・理科）教
諭、養護教諭

6,000円 60人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505101号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】操作活動を通した算数・
数学的活動の実際

タングラム、パターンブロック、算木による計算、黄金比・白
銀比・青銅比、ジオ・ボードの操作教材を通して、算数・数学
的活動の指導展開や発問のあり方などを理解する。

岸本　忠之（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年7月30日 教諭
小学校、中学校・
高等学校（数学）

教諭
6,000円 20人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505102号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/
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富山大学
【選択】小中学校教員のための社
会科教育論

小中学校における、「見方考え方を成長させる社会科授業」
のつくり方を「内容」に焦点化して、具体的に考える。平成20
年版学習指導要領社会で強調されていること、平成29年版
学習指導要領社会で重視されていることを踏まえて、「知
識・概念の明確化」「主体的・対話的で深い学び」を説明し、
小学校社会科の授業を具体例として、これから求められる
授業づくりを基本に立ち返って考える。事例は小学校である
が、中学校教員にとっても役に立つ理論を示す。

岡﨑　誠司（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年7月29日 教諭
小学校、中学校

（社会）教諭
6,000円 40人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505103号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】小中学校社会科授業のつ
くり方

小中学校における、「自分にとって理想とする社会科授業」
のつくり方を「方法」に焦点化して、具体的に考える。小学校
社会科の授業を具体例として、「社会科授業４タイプ」を説明
し、平成29年版学習指導要領社会で重視されていることを
踏まえて、「問い」に着目しつつ、これから求められる授業づ
くりを基本に立ち返って考える。事例は小学校であるが、中
学校教員にとっても役に立つ授業づくりの方法を示す。

岡﨑　誠司（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年7月30日 教諭
小学校、中学校

（社会）教諭
6,000円 40人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505104号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】基本的動作のメカニズム
と実践方法

基本的動作（走・跳・投）のより良い動きを導き出すための実
践方法について、自ら体験することによって学び、次に基本
的動作の動きのメカニズムについて、生理学的、力学的観
点から概説する。

堀田　朋基（学術研究部教育学系教授）
福島　洋樹（学術研究部教育学系准教授）

富山県富山市 6時間 令和2年8月24日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校・高等学
校（保健体育）教

諭

6,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505105号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】小学校音楽科における鑑
賞領域の指導法

本講習では，小学校における鑑賞領域の授業づくりについ
て，新学習指導要領の趣旨を踏まえた指導法と授業構成に
関する知見を得ることを目指します。表現領域に比べて静
的なイメージがつきまとう鑑賞領域ですが，子どもが活動し
ながら学力を得ることのできる指導法を紹介しつつ授業構
成についての理解を深めます。また，単元・題材における評
価の在り方についても扱います。
※小学校専科，または中・高校の免許状(音楽)を保有する
小学校教員を想定した講義・演習の内容です。

多賀　秀紀（学術研究部教育学系講師） 富山県富山市 6時間 令和2年8月6日 教諭

小学校教諭(音楽
専科，中学・高等
学校免許(音楽)

保有者)

6,000円 15人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505106号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】学級担任のための音楽科
指導法

本講習では，主として学級担任の立場で音楽の授業を担当
する小学校教員を対象に，音楽科教育における最新の動向
を紹介し，学力を育成することのできる授業づくりのための
基礎的知識の習得を目指します。各領域・分野にまたがる
基礎的内容の実技演習を中心として，日々の授業に応用で
きる常時活動なども紹介します。

多賀　秀紀（学術研究部教育学系講師） 富山県富山市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校教諭(音楽
の授業を担当す

る学級担任)
6,000円 15人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505107号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】中学校音楽科における創
作および鑑賞の指導法

本講習では，中学校音楽科を担当する教員を対象に，音楽
科教育における最新の動向を紹介し，授業改善の視点を得
ることを目指します。特に，創作分野および鑑賞領域を取り
上げ授業づくりを通して，学力を育成する授業構成や指導
法，また，学習評価の在り方についても考えます。
※各領域・分野に関する基礎的・基本的な内容を扱います。

多賀　秀紀（学術研究部教育学系講師） 富山県富山市 6時間 令和2年8月26日 教諭
中学校（音楽科）

教諭
6,000円 15人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505108号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】幼児のための造形表現の
在り方について

幼児の側に立ち発達に即した造形表現の在り方について、
理論を学びながら、材料・用具の使用法を含めた実技ので
きる講習である。決して、作品主義に陥らない幼児の喜ぶ表
現に主眼をおいて、かくこと、つくることを中心に学ぶことの
できる内容を目指す。

隅　敦（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月4日 教諭
保育、幼稚園教

諭
6,000円 45人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505109号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/
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富山大学
【選択】地域の美術館を図画工作
科の鑑賞指導に生かす

南砺市立福光美術館における地域にゆかりのある作家の
展示作品を基に、小学生対象の図画工作科における鑑賞
の授業についての講習を行う。鑑賞の授業をどのように組
み立てていけばよいのか、海外の実践事例も紹介しなが
ら、鑑賞の評価の方法についても理解することができるよう
にする。中学校及び高等学校の美術科教諭にも参考になる
内容である。

隅　敦（学術研究部教育学系教授） 富山県南砺市 6時間 令和2年7月27日 教諭
小学校、中学校・
高等学校（美術）

教諭
6,000円 30人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505110号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】小学校における児童の発
達段階を踏まえた絵画指導の在
り方

小学校における絵画指導について、子どもの絵の発達段階
を踏まえた指導の在り方について考える。絵画にまつわる
簡単な理論と、簡単な実技演習（教材研究）を行いながら、
指導の幅を広げていくための内容を行う。教科書に掲載さ
れている児童作品を中心に作品の見方や評価について考
えるきっかけを与える。中学校美術科教諭においても、小学
校との指導の連携を考えることのできる内容である。

隅　敦（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年7月28日 教諭
小学校、中学校

（美術）教諭
6,000円 45人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505111号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】図画工作科指導における
材料・用具の扱い方について

小学校図画工作科で使用する主な材料・用具の扱い方につ
いて、実技を通しながら実際に指導を行う際の留意点につ
いて確認を行う。中学校美術科教諭にとっても、小学校にお
ける既習事項を確認できる内容である。

隅　敦（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月3日 教諭
小学校、中学校

（美術）教諭
6,000円 45人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505112号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】小学校家庭科における実
習とその指導について

小学校家庭科では、衣食住などに関する実践的・体験的な
活動を通して、生活をよりよくしようと工夫する資質能力を育
成することが目指されています。本講習では、小学校におけ
る家庭科のなかでも、特に被服実習、調理実習を取り上げ
て行い、基礎的・基本的な知識と技能を習得するとともに、
その指導について解説します。本講習では、主に小学校教
諭を対象とします。

磯﨑　尚子（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年7月31日 教諭 小学校教諭 6,000円 12人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505113号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】英語授業における効果的
指導法

本講習では教科書（The TKT Course Modules 1, 2 and 3)を
中心に、英語授業における効果的な指導に欠かせない要
素などを確認し、どの単元、どの学年でも応用・実践できる
ようにすることが目的である。また、個々の教員が直面して
いる英語授業における問題や悩みを他の教員との意見交
換を通して、教師にとって心地よい授業の構築へのヒントを
得ることも目的とする。日々の悩み解決や授業改善へのヒ
ントとなる参加型講習を目指す。

岡崎　浩幸（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年7月28日 教諭
中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円 32人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505114号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学 【選択】英語発音の基礎訓練

英語が国際共通語化しつつある現状を踏まえ、国際コミュニ
ケーションの場において有用と考えられる英語発音の基礎
について、講義と演習を行う。特に、子音とイントネーション
を重点的に練習する。また、発音の練習や指導において押
さえておきたいポイントについても、練習の中で確認する。
本講習は、基本的な事柄を扱うため、英語教育の経験等は
問わない。

荻原　洋（学術研究部教育学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校、中学校・
高等学校（英語）

教諭
6,000円 40人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505115号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】言語表現／非言語表現
の諸相

現代社会は、これまでの規範からはみ出すような新語や顔
文字・スタンプが多用され、形式張った手紙や電子メールは
時代遅れかもしれません。一方で教育現場では、規範的な
レポートや報告書、配布物や掲示物を作成することが求め
られ、この二重言語表現の世界は永遠に続きそうです。この
講習では、それぞれの教育現場で実際にどのような言語表
現／非言語表現が行われているのかを再認識し、教育活動
において本当に大事なことは何か、受講者全員で知恵を絞
り出します。

小助川　貞次（学術研究部人文科学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505116号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.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

富山大学
【選択】立山黒部ジオパークを教
材化する

立山黒部ジオパーク全体を理解するとともに、ジオパーク内
のジオサイトを利用して、防災に着目した理科や社会科の
授業を実施する方法や教材開発する方法を学ぶ。地形図や
写真でジオサイトを学ぶだけでなく、現地見学を伴う講習を
実施する。また、受講者間で協働しながらジオパークを活用
した教材を考えてみる。

大西　宏治（学術研究部人文科学系教授）
安江　健一（学術研究部都市デザイン学系准教
授）

富山県富山市 6時間 令和2年8月5日 教諭

小学校、中学校
（社会・理科）、高
等学校（地歴・理

科）教諭

6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505117号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】東洋史／中国史と西洋史
―歴史に対するまなざし―

わが国では世界史を東洋史と西洋史に分けますが、東洋史
は明治の日本で生まれた学問で、アジアを一つの歴史世界
として描くところに狙いがありました。このため中国史は東洋
史の一部だったのですが、近代中国ではこの東洋史に着想
を得て新たに中国史という分野を構築します。
一方、西洋史では、ヨーロッパ中心史観などの問題点が近
年指摘されています。
本講義ではそうした近代歴史学の歩みから、歴史を見る眼
と現実を生きる私たちとの密接なつながりと現代世界が抱え
る問題の原点から探っていきたいと思います。

徳永　洋介（学術研究部人文科学系教授）
入江　幸二（学術研究部人文科学系准教授）

富山県富山市 6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校、中学校
（社会）、高等学
校（地歴・公民）

教諭

6,000円 20人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505118号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】文化研究(cultural 
studies)から見るニューメディア

文化研究(cultural studies)は多様な文化事象を対象とし、
様々な手法により研究・分析するものである。文化研究の中
でも、音楽・アニメの事例を取り上げ、分析する。また、本事
例について受講者間で話し合い、アクティブラーニングに必
要な知識及び教授法について理解する。1限目文化研究
(cultural studies)とは何か、2限目日本音楽のヨナ抜き音
階、3限目演歌からJPOPへ、4限目ガンダム日本人と植民
地主義、5限目セーラームーンとプリキュア戦闘美少女とジェ
ンダー。6限目まとめテスト。

末岡　宏（学術研究部人文科学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校、高等学

校教諭
6,000円 20人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505119号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学 【選択】ルールリテラシー

ルールを守らせるためにはペナルティは必ず必要なのだろ
うか。また、ペナルティによって本当にルールを守らせること
ができるのだろうか。本講習ではペナルティとは異なるルー
ルの運用技術（ルールリテラシー）を身につけることを目指
す。ルールリテラシーとは、ルールを運用する技術であり、
ルールを守り守らせる方法とルールを破る方法を含む。本
講習ではこのうち、ルールについての基本的な理解及び
ルールを守らせる方法とルール違反への対応を中心に講義
を行う。

佐藤　裕（学術研究部人文科学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月1日 教諭

中学校、高等学
校教諭（学級担
任または課外活
動顧問の経験が

ある教員）

6,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505120号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】映画で異文化理解と英語
学習

教科書『アメリカ映画に見る黒人ステレオタイプ』（赤尾著、
梧桐書院　2015）を読み演習課題（各Unit末）及びプリント問
題を解いて、アメリカ映画と人種問題について基礎知識を得
る。「映画で異文化理解と英語学習」をテーマに、受講者自
身が参加して英語授業デモ（中学・高校レベル）とワーク
ショップを行う。教科書ノート参照可の筆記試験をするので、
教科書は必ず持参。教科書で扱う映画を何本か見ておくと
授業イメージが掴みやすい。

赤尾　千波（学術研究部人文科学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月22日 教諭
中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505121号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/
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富山大学
【選択】アクティブラーニングで学
ぶ大学受験とキャリア教育

生徒の進路・進学指導に役立つ知見を得ることが目標で
す。日本のキャリア教育上の問題点と、大学進学の高校生
にとっての意味を、卒業後の人生も考慮にいれ、一緒に考
えていきます。
半分を講義、半分をアクティブラーニングで行います。担当
講師のひとり、橋本勝が開発・実践し、いくつかの大学でも
採用されている「多人数講義型授業においてのグループ討
議と全体討議をミックスした手法」（橋本メソッド）も学べま
す。
評価は、論述試験だけではなく、グループ学習による教育
組織等への改善提案書案の作成を加味し、行います。

大坂　洋（学術研究部社会科学系准教授）
高橋　勝也（名古屋経済大学　法学部准教授）
橋本　勝（学術研究部教育研究推進系教授）

富山県富山市 6時間 令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校、高等学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 20人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505122号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】少年法適用年齢引下げ
の是非

公職選挙法や民法の改正に伴って、少年法の改正が検討
されている。
具体的には、現在20歳未満とされている少年法の適用年齢
を18歳に引き下げるというものである。
本講習では、少年司法制度ないし刑事司法制度の法理念
や現状を説明し、議論する。

八百　章嘉（学術研究部社会科学系准教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月26日 教諭
中学校（社会）、
高等学校（地歴・

公民）教諭
6,000円 30人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505123号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学 【選択】環境と生物

1 外来種が生態系に及ぼす影響：セイヨウオオマルハナバ
チの事例をもとに　（石井）
2 微生物の細胞構造と生態、微生物の培養方法と分子遺伝
学的解析  （田中）
3 イタイイタイ病から学ぶ土の大切さ、植物を用いた土壌汚
染の浄化  （蒲池）
以上の内容で、各々2時間の講習を行う。
講習の順番は暫定的なもので、当日変更の可能性がある。

石井　博（学術研究部理学系教授）
田中　大祐（学術研究部理学系教授）
蒲池　浩之（学術研究部理学系准教授）

富山県富山市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校、中学校・
高等学校（理科）

教諭
6,000円 70人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505124号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学 【選択】物理学への誘い
「光科学を利用した精密測定」、「物質の構造とその性質」を
テーマに講義を行う。コンピュータシミュレーションなどを交
えながら、最新の物理学について理解を深める。

池本　弘之（学術研究部理学系教授）
森脇　喜紀（学術研究部理学系教授）

富山県富山市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 60人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505125号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】生命現象を制御する機構
―遺伝子から脳機能まで

生命現象を制御する機構を理解するには、現代では、分子・
細胞レベルの理解が不可欠である。本講習ではまず、細胞
の構造と細胞内小器官の機能および遺伝子のはたらきと
いった分子・細胞レベルについて概説し、次に個体レベルの
仕組みとして、脳による生体機能調節について講義する。こ
れにより現代の生命先端研究について理解を深める。

若杉　達也（学術研究部理学系教授）
望月　貴年（学術研究部理学系教授）

富山県富山市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 60人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505126号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学 【選択】化学物質の構造と働き

物質の身近な現象は、共有結合・金属結合・イオン結合・分
子間相互作用など結合様式の違いに基づくものである。本
講習の前半では、結合様式の違いの基本となる物質の構
成元素の電子状態について学び、結合様式が自然現象とど
のように関連しているかを解説する。後半では、私たちの生
活や生命活動に深く関連する物質について、分子の視点で
解説する。

柘植　清志（学術研究部理学系教授）
林　直人（学術研究部理学系教授）

富山県富山市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 70人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505127号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学 【選択】化学実験実習

本講習では、化学実験指導のスキル向上を狙いとし、化学
実験に関わる基本的事項の講義と実験実習を行う。まず前
半３時間は、分離分析の基礎的事項を概説した後、クロマト
グラフィーの分離機構を講義し、高速液体クロマトグラフィー
(HPLC)を用いた分離分析実験操作を行う。また後半３時間
は、有機化学の基礎的事項を概説した後、基本的な有機反
応の理論を講義し、有機合成反応における「反応」「抽出」
「精製」等の実験操作を行う。

遠田　浩司（学術研究部工学系教授）
阿部　仁（学術研究部工学系教授）

富山県富山市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 15人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505128号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/
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富山大学
【選択】生体高分子に関する体験
実習

細胞を構成する生体高分子であるタンパク質と核酸の構造
と機能を理解し、生命現象を分子レベルで理解するための
基本概念を修得することを目的として、培養細胞からタンパ
ク質とDNAを抽出しその性質を電気泳動法を用いて解析す
る実習を行う。

黒澤　信幸（学術研究部工学系教授）
磯部　正治（学術研究部工学系教授）

富山県富山市 6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 25人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505129号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】熱、熱エネルギーと温度
の話

熱力学、熱工学の①基礎を抑える、②熱と温度に関係する
幾つかのトピックスを知る、ための話をします。
①として、熱力学第1法則、第2法則、エントロピー、カルノー
サイクル、熱力学の一般関係式、ガスエンジンサイクル等
②として、国際温度目盛り(2019年改訂)、地球温暖化と地球
の熱収支、ろうそくの科学、熱と統計、温度と湿度、等

手崎　衆（学術研究部工学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年8月5日 教諭

小学校、中学校
（理科・技術）、高
等学校(理科・工

業）教諭

6,000円 48人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505130号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学 【選択】人工知能の基礎と応用

ニューラルネットの基礎（ニューロン、工学的モデル、パーセ
プトロンとその限界、多層ネットワーク、誤差逆伝播法など）
及び人工知能の基礎（畳込みニューラルネット、プーリング
層、深層学習、物体カテゴリー認識など）についての講義を
行う。また、人工知能の応用とその展望について紹介する。

唐　政（学術研究部工学系教授） 富山県富山市 6時間 令和2年7月25日 教諭
中学校（理科）、
高等学校（理科・

工業）教諭
6,000円 49人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505131号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学 【選択】体験するアルゴリズム

情報技術の基礎理論として知られる「アルゴリズム」を理解
することは、実用的なプログラミングに役立つだけでなく、低
年次の数学的な興味を刺激し、論理的思考を養うことにもつ
ながる。本講習では、あえてコンピューターは使わずに、グ
ループワークを通して、アルゴリズムとその面白さを体験す
る。

春木　孝之（学術研究部都市デザイン学系准教
授）

富山県富山市 6時間 令和2年7月31日 教諭
幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
6,000円 50人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505132号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】地球システム科学への誘
い

１「鉱物と資源の科学」、２「海洋循環と気候変動」、３「岩石
の磁化」をテーマに講義を行う。１では海洋資源の開発な
ど，鉱物科学，資源科学におけるトピックスを解説する。２で
は海洋が大気との相互作用を通じて気候変動に果たす役
割を解説する。３では岩石がもつ磁化を取り上げ、その情報
から示されてきた地球の営みを解説する。

小室　光世（学術研究部都市デザイン学系教
授）
田口　文明（学術研究部都市デザイン学系教
授）
石川　尚人（学術研究部都市デザイン学系教
授）

富山県富山市 6時間 令和2年8月26日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505133号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学 【選択】くすりの使い方

薬は元来化学物質であり、使い方をあやまると病気が治ら
ないばかりか、副作用で苦しむことになります。薬は上手に
使ってはじめて病気の治療の手助けとなる。各種薬の正し
い使い方について学ぶ。また、薬の副作用について、薬と他
の薬との相互作用及び薬とサプリメントや食物との相互作
用についても学ぶ。受講者は、「くすりの富山」としての地域
の特色を活かした環境、健康など総合的な学習時間にも活
用できるようになることが期待できる。

藤　秀人（学術研究部薬学・和漢系教授）
宮本　嘉明（学術研究部薬学・和漢系准教授）
田口　雅登（学術研究部薬学・和漢系准教授）

富山県富山市 6時間 令和2年7月29日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 60人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505134号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】鑑賞のための造形演習―
多様性と能動的活動の評価

色・形・線・量・空間で表現する簡単な4種類、計20課題程度
の作品を受講者全員が順に制作し、その作品を受講者全員
が鑑賞・評価する。この実験から自己規制、自己解放、表現
の多様性、評価される意識、能動的評価などを体験し、多方
面への意識改革を図る。これにより児童、生徒の多様性の
認識と指導に活用する。

三船　温尚（学術研究部芸術文化学系教授） 富山県高岡市 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505135号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/
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富山大学 【選択】西洋絵画の見方

だれもが楽しい毎日を暮らせるように、西洋の美術作品を理
解していくことで、各人の感覚を研ぎすまし智恵を増進する
方法を身につけるのがこの講習の目的です。本講習では、
西洋の美術の見方を身につけ、芸術作品を正しく理解する
方法を学んでいきます。西洋の美術の魅力を存分に楽し
み、個々の作品について、さらには芸術全般について、正し
くかつ自在に語ることができるようになることがこの講習の
受講者の「目標」となります。

伊東　多佳子（学術研究部芸術文化学系准教
授）

富山県高岡市 6時間 令和2年8月5日 教諭
幼稚園、小学校、
中学校・高等学
校（美術）教諭

6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505136号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】建築・町並・景観の教育
的役割

どのような建築・町並・景観が良好なもので、また好ましくな
いものなのか、それらはどのような影響を私たちに与えるの
かを、写真や映像を見ながら、欧米や中国、日本のものを
事例にして考える。その上で、特に地域性の概念を中心に
して、歴史、地理、美術や郷土史の教育に役立てられる視
点から、富山県内の建築・町並・景観（町家、散居村、近現
代建築等）を分析・評価する。

松政　貞治（学術研究部芸術文化学系教授） 富山県高岡市 12時間
令和2年8月21日、
令和2年8月24日

教諭

小学校、中学校
（美術・社会）、高
等学校（工芸・デ
ザイン・地歴）教

諭

12,000円 35人
令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505137号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】教科指導・特別活動・学
級経営に生かす体験活動

学校教育の課題になっているコミュニケーション能力不足に
対応するため、体験活動を取り入れた人間関係づくりの方
法を身に付ける。また、自然体験活動の指導技術を身に付
け、体験活動の重要性について体感するとともに、学級づく
りに役立つ体験学習を活用した指導法について学ぶ。グ
ループ登山、天体望遠鏡を用いた天体観測の実習も含む。

林　衛（学術研究部教育学系准教授）
岩間　一成（国立立山青少年自然の家　次長）
田上　潔（国立立山青少年自然の家　主任企画
指導専門職）
関原　和人（国立立山青少年自然の家　企画指
導専門職）
髙津　康夫（国立立山青少年自然の家　企画指
導専門職）
松井　功一（国立立山青少年自然の家　企画指
導専門職）

富山県中新川
郡立山町

18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭
幼稚園、小学校、
中学校、特別支

援学校教諭
22,000円 50人

令和2年6月1日～
令和2年6月18日

令02-
10039-
505138号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】幼稚園教育要領と教育課
程の編成

幼稚園の教育課程の編成及び実施に伴う指導上の諸問題
について理解する。幼稚園において、幼児の生活経験がそ
れぞれ異なることなどを考慮して、幼児一人一人の特性に
応じ、発達の課題に即した指導計画や指導方法の工夫等に
ついて学ぶ。

若山　育代（学術研究部教育学系准教授）
小林　仁美（富山県東部教育事務所　指導主
事）
藤井　昭彦（富山県東部教育事務所　指導主
事）
砂土居　良江（富山県西部教育事務所　主任指
導主事）
山口　真沙恵（富山県西部教育事務所　指導主
事）

富山県富山市 6時間 令和2年8月21日 教諭

富山県内に勤務
する幼稚園、特
別支援学校（幼

稚部）教諭

6,000円 50人
令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505139号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】小学校学習指導要領と教
育課程の編成

教育課程の適切な編成に資するため、小学校学習指導要
領の総則、教科、特別の教科　道徳、特別活動等に関する
理解を深める。また、指導のねらいを明確にした教科指導
計画や教科授業力の向上を図る指導事例について学ぶ。

武田　裕司（学術研究部教育学系特命講師），
能瀬　明（富山県東部教育事務所　指導主
事），犀川　敏朗（富山県西部教育事務所　主
任指導主事），高川　芳昭（富山県西部教育事
務所　指導主事），西尾　光生（富山県東部教
育事務所　主任指導主事），田近　雅美（富山
県東部教育事務所　指導主事），藤井　昭彦
（富山県東部教育事務所　指導主事），藤田　
みゆき（富山県西部教育事務所　指導主事），
高橋　真理子（富山県東部教育事務所　指導主
事），豊田　真一（富山県東部教育事務所　指
導主事），高岡　陽子（富山県西部教育事務所　
指導主事），室﨑　ゆかり（富山県西部教育事
務所　指導主事），堀井　祐一（富山県東部教
育事務所　指導主事），荒瀬　典子（富山県東
部教育事務所　指導主事），角　恵美（富山県
西部教育事務所　指導主事）

富山県富山市 6時間 令和2年8月19日 教諭

富山県内の学校
に勤務する小学
校、特別支援学
校（小学部）教諭

6,000円 100人
令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505140号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/
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富山大学
【選択】中学校学習指導要領と教
育課程の編成

教育課程の適切な編成に資するため、中学校学習指導要
領の総則、教科、特別の教科　道徳、特別活動等に関する
理解を深める。また、指導のねらいを明確にした教科指導
計画や教科授業力の向上を図る指導事例について学ぶ。

岸本　忠之（学術研究部教育学系教授）
大村　吉永（富山県西部教育事務所　主任指導
主事）
村井　武（富山県東部教育事務所　主任指導主
事）
京　貴広（富山県東部教育事務所　指導主事）
倉谷　尚宏（富山県西部教育事務所　主任指導
主事）
干場　恵利華（富山県西部教育事務所　指導主
事）
伊勢　威知郎（富山県東部教育事務所　指導主
事）
原田　尚計（富山県西部教育事務所　指導主
事）
萩中　弘恵（富山県西部教育事務所　指導主
事）
北島　由紀子（富山県西部教育事務所　指導主
事）
小林　仁美（富山県東部教育事務所　指導主
事）
横山　恵（富山県西部教育事務所　指導主事）
森谷　信久（富山県西部教育事務所　指導主
事）
穴田　涼子（富山県東部教育事務所　主任指導
主事）

富山県富山市 6時間 令和2年8月20日 教諭

富山県内の学校
に勤務する中学
校、特別支援学
校（中学部）教諭

6,000円 70人
令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505141号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】特別支援学校学習指導
要領と教育課程の編成

特別支援学校における教育課程実施上の諸問題につい
て、教科指導、自立活動、重複障害、職業教育等のテーマ
毎に分科会で研究協議を行う。また、インクルーシブ教育シ
ステムの理念を踏まえた新学習指導要領の趣旨等につい
て、講義を通して理解を深める。

丹羽　登（関西学院大学　教育学部教授）
澤橋　貴子（富山県教育委員会　県立学校課指
導主事）

富山県富山市 6時間 令和2年8月24日 教諭
富山県内の学校
に勤務する特別
支援学校教諭

6,000円 35人
令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505142号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】校務のためのPC活用（誰
でも簡単！情報発信コース）

 「ショートカットキーを使って作業をスムーズに行いたい！」
「デジタルカメラの画像を加工して、学級通信に載せたい！」
「pdfって何？どうやって作る？」「ファイルの暗号化って？」
など、ＰＣ・ファイルの取扱いやワープロソフト・プレゼンソフト
の活用方法についての初級研修。

今村　弥（富山県総合教育センター　研究主事）
藤田　稔（富山県総合教育センター　研究主事）
亀島　正吉（富山県総合教育センター　研究主
事）

富山県富山市 6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

富山県内の学校
に勤務する全教

員
6,000円 18人

令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505143号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】校務のためのPC活用（便
利で簡単！校務処理コース）

「ショートカットキーを使って作業をスムーズに行いたい！」
「各種データの合計・平均値を算出したい！」「各種データを
並び替えたい！順位付けしたい！」「データをグラフにした
い！」「差し込み印刷をしたい！」など、パソコンでの校務処
理がテキパキできるようになるための活用方法や疑問に答
える初級研修。

今村　弥（富山県総合教育センター　研究主事）
藤田　稔（富山県総合教育センター　研究主事）
亀島　正吉（富山県総合教育センター　研究主
事）

富山県富山市 6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

富山県内の学校
に勤務する全教

員
6,000円 18人

令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505144号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】校務のためのPC活用（一
括で処理！校務VBAコース）

ExcelでのVBAマクロが動作する環境設定やプログラムの記
述方法から始まり、簡単な成績処理や個人票、会計簿など
の作成を体験してVBAマクロの利用法について学ぶ。校務
処理をパソコンで一括自動処理できるようになるための中級
研修。（Excelのシート上でsumやvlookupなどの関数が使用
できる教員を対象）

今村　弥（富山県総合教育センター　研究主事）
藤田　稔（富山県総合教育センター　研究主事）
亀島　正吉（富山県総合教育センター　研究主
事）

富山県富山市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

富山県内の学校
に勤務する全教

員
6,000円 12人

令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505145号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】情報活用能力の育成
（ICT活用）

児童生徒が情報手段（タブレット端末等）を適切かつ主体
的、積極的に活用できるようにするための指導方法を、実践
事例等から考える。近年、スマートフォン等の普及によリ、必
要性が高まってきている情報モラル教育や著作権について
も学ぶ。

今村　弥（富山県総合教育センター　研究主事）
藤田　稔（富山県総合教育センター　研究主事）
亀島　正吉（富山県総合教育センター　研究主
事）

富山県富山市 6時間 令和2年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

富山県内の学校
に勤務する全教

員
6,000円 20人

令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505146号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【選択】情報活用能力の育成（セ
キュリティ）

近年、スマートフォン等の普及によリ、必要性が高まってき
ている情報モラル教育や情報手段を活用する際に必要と
なってくる情報セキュリティ、個人情報の取り扱い、著作権に
ついても学ぶ。

今村　弥（富山県総合教育センター　研究主事）
藤田　稔（富山県総合教育センター　研究主事）
亀島　正吉（富山県総合教育センター　研究主
事）

富山県富山市 6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

富山県内の学校
に勤務する全教

員
6,000円 20人

令和2年5月7日～
令和2年5月14日

令02-
10039-
505147号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/
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令和２年度(第２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

金沢大学
【選択】小学校選択講座：図画工
作１

図画工作科における「主体的・対話的で深い学び」の実現に
むけて，工作に表す活動における「思考力・判断力・表現力
等」の育成をテーマに，講義と演習(作品制作)により教材研
究をおこなう。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505813号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】小学校選択講座：図画工
作２

図画工作科における「主体的・対話的で深い学び」の実現に
むけて，工作に表す活動における「思考力・判断力・表現力
等」の育成をテーマに，講義と演習(作品制作)により教材研
究をおこなう。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月1日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505814号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】小学校選択講座：図画工
作３

図画工作科における「主体的・対話的で深い学び」の実現に
むけて，工作に表す活動における「思考力・判断力・表現力
等」の育成をテーマに，講義と演習(作品制作)により教材研
究をおこなう。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月2日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505815号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】小学校選択講座：図画工
作４

図画工作科における「主体的・対話的で深い学び」の実現に
むけて，工作に表す活動における「思考力・判断力・表現力
等」の育成をテーマに，講義と演習(作品制作)により教材研
究をおこなう。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授）
石川県鳳珠郡
穴水町

6時間 令和2年7月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505816号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】小学校選択講座：社会１

社会科が苦手な先生に，社会科を大好きになっていただく
ための講座です。社会科のおもしろさの必要十分条件とは
何か。どうやったらその必要十分条件を盛り込めるようにな
るのか。豊富な授業例を提示しながら，わかりやすく解説し
ます。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月11日 教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505817号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】小学校選択講座：社会２

社会科が苦手な先生に，社会科を大好きになっていただく
ための講座です。社会科のおもしろさの必要十分条件とは
何か。どうやったらその必要十分条件を盛り込めるようにな
るのか。豊富な授業例を提示しながら，わかりやすく解説し
ます。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授）
石川県鳳珠郡
穴水町

6時間 令和2年7月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505818号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】小学校選択講座：音楽

小学校の音楽授業づくりにおける基礎的・基本的な内容及
び指導方法について，それぞれの領域ごとに再確認し，実
際に具体的な教材，授業実践を通して学ぶことを目的とす
る。歌唱の活動，器楽の活動，音楽づくりの活動，及び鑑賞
の活動である。

篠原　秀夫（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 70人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505819号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】小学校選択講座：理科・
算数・英語

理科：学習指導要領にもとづく小学校理科の見方・考え方を
育てる深い学びの指導法，および物理分野の内容について
解説する。
算数：学習指導要領にもとづく小学校算数科の学習指導や
数学的内容について解説する。
英語：学習指導要領にもとづく小学校英語の指導方法を，コ
ミュニケーションや言語習得の観点から解説する。

松原　道男（人間社会研究域学校教育系教授）
辻井　宏之（人間社会研究域学校教育系教授）
長谷川　和志（人間社会研究域学校教育系教
授）
滝沢　雄一（人間社会研究域学校教育系教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年7月23日 教諭 小学校教諭 6,000円 150人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505820号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】小学校選択講座：生活
科・総合的な学習の時間

小学校における「生活科」と「総合的な学習の時間」の理論
と先進的実践群を学ぶ。本講座で取り上げる実践事例は，
「生活科」や「総合的な学習の時間」が教育課程に導入され
る以前から優れた総合学習の実践校として知られた小学校
のものである。子どもの興味・関心に沿い，子どもが本来
持っている学ぶ力をより引き出す授業実践を考える。

土井　妙子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 150人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505821号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】小学校選択講座：家庭

小学校家庭科について，教科の特徴を確認するとともに，
「消費生活・環境」の領域と「衣生活」の領域を学ぶ。消費生
活・環境の領域では，他領域・教科との連携も含めて当該領
域の考え方・展開方法を検討する。また，衣生活の領域で
は，衣服に用いられている素材の物理特性に関する講義お
よび実験を行う。衣服素材の特徴を理解することによって，
衣生活領域全般における系統的な授業展開を目指す。

尾島　恭子（人間社会研究域学校教育系教授）
森島　美佳（人間社会研究域学校教育系准教
授）

石川県金沢市 6時間 令和2年7月24日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505822号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp
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令和２年度(第２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

金沢大学
【選択】日本語学・日本文学研究
の最近の動向と課題

教材研究を行う上で参考となるよう，日本語学・日本文学研
究の最近の動向を知り，具体的な作品に関する問題を取り
上げる。また，近年話題になっている日本語学及び近現代
文学に関する問題について取り上げる。これらを通じて，さ
らに教育上の課題についても考える。

髙山　知明（人間社会研究域歴史言語文化学
系教授）
杉山　欣也（人間社会研究域歴史言語文化学
系教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年7月23日 教諭
中学校・高等学
校（国語）教諭

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505823号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】日本文学および漢文学の
諸問題

作品の精確な理解に基づいた教材研究の方法の修得を目
的として，日本文学および漢文学の作品を取り上げ，虚構
や語りの問題，また作品の背景にある文化や社会の問題，
注釈などといった観点から考察する。

飯島　洋（人間社会研究域学校教育系准教授）
原田　愛（人間社会研究域学校教育系准教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年7月24日 教諭
中学校・高等学
校（国語）教諭

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505824号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学

【選択】グローバル時代のニーズ
に応える国語教育とその課題ー
日本語学,日本語教育学の視点
からー

グローバル時代は，世界の諸言語の一つとして日本語につ
いて学ぶことの重要性に気づかせてくれる。１コマ目・２コマ
目は，日本語学の視点から，国語教育における言語学習，
敬語学習，文法学習の問題点について考え，国語を面白く
するための提案をしてみたい。また，グローバル時代を迎
え，日本語を母語としない児童・生徒が教室で学ぶ状況が
増えてきた。３コマ目では日本語教育の視点からそのような
子どもたちへの指導上の課題を考える。

加藤　和夫（人間社会研究域歴史言語文化学
系教授）
深澤　のぞみ（人間社会研究域歴史言語文化
学系教授）
大江　元貴（人間社会研究域歴史言語文化学
系助教）

石川県金沢市 6時間 令和2年7月25日 教諭
中学校・高等学
校（国語）教諭・
小学校教諭も可

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505825号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】おもしろさと納得感の得ら
れる授業をつくるために

歴史の授業がおもしろくないのは，因果関係の説明がクリア
ではなく，納得感が得られないことが原因です。因果関係の
ストーリーに意外性と説得力があれば，「へぇ～」「なるほど」
と生徒たちは前のめりに聞いてくれるでしょう。因果関係の
カギは技術・人口・国際関係。いずれも純粋文系人間である
歴史の先生には，意外と苦手なところ。授業をしていて，どう
もしっくりこないモヤモヤ感を晴らします。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月12日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史・公民）教諭

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505826号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】現代社会における人の行
動・宗教・文化のあり方

前半では，心理学的見地からの人の心と行動に関する知見
や研究を紹介し，現代の社会における人の心について考え
る一助とする。後半には現代日本における宗教のあり方や
文化史を学ぶことの意義について，具体的な事例を通して
考察する。

森　雅秀（人間社会学域人間科学系教授）
谷内　通（人間社会学域人間科学系教授）
荒木　友希子（人間社会学域人間科学系准教
授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月28日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史・公民）教諭

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505827号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】家族の社会学

人口構造と家族の変動がもたらした働き方・生き方とケアを
めぐる現代の社会問題を社会学的視点から分析し検討す
る。少子高齢化と核家族化に関して，20世紀を通してデータ
をみながら背景にある社会変動との関連を把握した上で，
ケアや介護に関わる最近のトピックをとりあげる。身近な存
在である家族を起点として社会や政策の変遷に気づき，現
代社会の構造を考える。

高橋　涼子（人間社会研究域人間科学系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月2日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史・公民）教諭

6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505828号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】公開鍵暗号の数学

現在のインターネット社会では，暗号は私たちの身近にあっ
て欠かすことのできないものとなっています。パスワードや
暗証番号などの重要な通信データのやりとりは第三者から
保護するために暗号化されています。今回の講習では現在
のインターネットでよく使われている暗号について考察しま
す。基礎となっている整数の素因数分解から始めて，どのよ
うな理論で暗号がつくられているのかについてを概観しま
す。そこでは決して難解な数学の理論はなく，四則演算と剰
余（余り）のみしか利用していません。非常に簡単な理論
が，暗号を通して現代社会で力強く活躍している一面を理解
してほしいと思います。

川越　謙一（理工研究域数物科学系講師）
牛島　顕（理工研究域数物科学系准教授）
野津　裕史（理工研究域数物科学系教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校・高等学
校（数学）教諭

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505829号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp
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令和２年度(第２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

金沢大学 【選択】円周率と逆正接系公式

円という図形の性質に昔から興味が持たれたのは，実用性
の観点のみならず知的好奇心の観点からも自然な事でし
た。円の長さや面積を求める事は，この図形の性質に関す
る基本的な問題であり，円周率はその問題を解く鍵となる数
値です。数学の授業で扱われる基本的な図形の一つである
円について，円周率のより正確な値を求める為の紀元前か
ら始まる人類の努力の過程を紹介すると共に，具体的な計
算方法として逆正接系公式と呼ばれるものを取り上げて解
説します。

牛島　顕（理工研究域数物科学系准教授）
野津　裕史（理工研究域数物科学系教授）
川越　謙一（理工研究域数物科学系講師）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校・高等学
校（数学）教諭

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505830号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】価値を取り出す数学

ＡＩや機械学習に代表されるように，データサイエンスの重要
性が高まっています。データサイエンスでは，数学や統計学
の知識を活用して，与えられたデータから価値のある特徴
量を取り出すことが重要です。本講習では，データサイエン
スにおいて代表的な回帰分析を例に，背後にある「価値を
取り出す数学」の一端に触れます。

野津　裕史（理工研究域数物科学系教授）
牛島　顕（理工研究域数物科学系准教授）
川越　謙一（理工研究域数物科学系講師）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校（数学）教諭

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505831号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】現代ニーズに応える生物
学の最新事情

 近年の分子レベルでの解析技術の著しい進歩により，生物
学は飛躍的に発展している。本講座では，分子（核酸,タンパ
ク質），細胞，個体を研究対象とするいくつかの研究分野に
おいて，教科書の内容から話を起こし，身近な話題と絡めつ
つ，最新の情報を提供する。教科書に記載されている内容
を大幅に補強することで，「生物」の授業に厚みを持たせる
こと，また，「生物」を専門としない教員に対しても最新の生
命科学を紹介することを目的とする。

金森　正明（理工研究域生命理工学系講師）
岩見　雅史（理工研究域生命理工学系教授）
東（遠藤）　浩（理工研究域生命理工学系准教
授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月27日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505832号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】現代地球科学の諸問題

近年の地球科学の動向を展望して，特に進展著しく理解を
深めておく必要があると思われるトピックをいくつか取り上げ
て重点的に解説する。
大トピック１：①岩石,地層,化石を通して見る石川県。②微小
生物化石群集を通して見る日本海。
大トピック２：気候危機と大気汚染：地球温暖化とPM2.5の意
外な関係。

加藤　道雄（元金沢大学理工研究域自然システ
ム学系教授）
松木　篤（環日本海域環境研究センター准教
授）
神谷　隆宏（理工研究域地球社会基盤学系教
授）
福士　圭介（環日本海域環境研究センター准教
授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505833号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】中・高理科講座：化学

熱力学は理工系大学の必修学問であるにも関わらず比較
的苦手意識をもつ学習者が多い印象がある。しかしながら
高校化学の内容として必要な物質の状態変化，化学平衡を
取り扱う際には，熱力学的理解が本来重要である。そこで
本講義では，数式の暗記ではなく概念としての理解を目指し
た，化学熱力学のリカレント教育を提供する。

太田　明雄（理工研究域物質化学系准教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月11日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505834号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】物性物理学の基礎ー低温
物理学とその応用

物性物理学は原子の集団からなる固体，液体，気体など
様々な物質の性質を解明する学問である。その成果は，現
代の科学技術の基礎となり，我々の生活に深く関わってい
る。本講座では，物性物理学の中から低温物理学を取り上
げ，その誕生から最先端の研究，低温技術の応用までを講
義により概観する。また，ヘリウム液化機の見学や，超伝導
現象・物質の状態変化などの実験を行い，低温で起こる物
理現象を観察し，理解を深める。

松本　宏一（理工研究域数物科学系教授）
阿部　聡（理工研究域数物科学系教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月26日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505835号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】「保健体育科の教材研究
と指導法」＆「保健の教育内容と
授業づくり」

「保健体育科の教材研究と指導法」では，今日の教育実践
の特質を踏まえつつ，体育実践において求められる教材研
究や体育指導法について解説する。「保健の教育内容と授
業づくり」では，学習指導要領の保健分野，科目保健のポイ
ント，及び保健の学習指導方法の工夫改善を進める上での
留意点等について取り上げます。

岩田　英樹（人間社会研究域人間科学系教授）
横山　剛士（人間社会研究域学校教育系准教
授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月25日 教諭
中学校・高等学
校（保健体育）教

諭
6,000円 50人

令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505836号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp
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令和２年度(第２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

金沢大学
【選択】音楽教師のためのピアノ
実技

任意のピアノソロ作品,または器楽曲，声楽曲の任意のピア
ノ伴奏，中高音楽教科書に掲載されている歌唱教材等のピ
アノ伴奏の実技レッスンをする。

小野　隆太（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月18日 教諭
中学校・高等学
校（音楽）教諭

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505837号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】学校教育における実践的
な歌唱法および歌唱指導法

中学校・高等学校の音楽の教科書で扱われている合唱曲と
独唱曲の教材をとり上げ，その歌唱法と指導法を考察しな
がら，日本語と外国語の発音の違いなどを学ぶ。

安藤　常光（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月19日 教諭
中学校・高等学
校（音楽）教諭

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505838号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】音楽科教員のための作編
曲講座

より実践的な音楽理論の理解を深めることを目的とします。
はじめに,既成の教材や講師が編曲した楽曲をつかって,和
声法・対位法の基礎を復習します。その後,歌唱・合唱・合奏
教材などを用いて受講生各自が編曲を試みます。最後に完
成した楽曲は,受講生で演奏発表し,演奏効果の面からも考
察します。編曲の素材は基本的には実際の教材を用いて頂
きますが,校歌の伴奏やクラブ活動のための楽曲などを用い
ることも可能です。

浅井　暁子（人間社会研究域学校教育系准教
授）

石川県金沢市 6時間 令和2年7月26日 教諭
中学校・高等学
校（音楽）教諭

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505839号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】モザイクの技法・材料と制
作

中世イタリアを中心としたモザイクについて，講義と実技を
行う。特にビザンティンやそれ以前の壁画，工房制作におけ
るローマン・モザイクについて，技法史，材料論を中心に講
義する。また，実技では当時の材料や手順に基づいた，モ
ザイクの制作を実施する。

大村　雅章（人間社会研究域学校教育系教授）
鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年7月30日 教諭
中学校・高等学
校（美術）教諭

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505840号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】彫刻教材のための理論と
実技

本講習は3部構成である。第1部では彫刻教材の検討・展望
について意見交換をする。第2部では彫刻教材のための基
本的な理論として，彫刻の種類や造形要素について著名な
作品を取り上げ概説する。第3部では石膏を用いた題材を
紹介するとともに,制作（円筒印章によるレリーフ）を通してそ
の授業法について検討する。

江藤　望（人間社会研究域学校教育系教授）
鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年7月21日 教諭
中学校・高等学
校（美術）教諭

6,000円 10人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505841号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】デザイン教育と映像メディ
ア表現

講習では，美術科教育におけるデザイン教育の役割を考え
ます。また，スウェーデンの美術科教育についての講義，昨
今注目される映像メディア表現の実技を行い，多角的にデ
ザイン教育について考えます。実技では，ペンライトの光を
使った簡易アニメーション制作を行います。

池上　貴之（人間社会研究域学校教育系准教
授）
鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年7月22日 教諭
中学校・高等学
校（美術）教諭

6,000円 14人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505842号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】ものづくり学習・教育A:創
造的技能の育成

「ものづくり学習・教育における創造的技能を育成する授業
づくり」を課題に，初日は技術科及び芸術科工芸の現状・展
望について意見交換した後，Soceity5.0における「ものづくり
学習・教育」の学習指導モデルと題材タイプに関する講義・
演習をおこない，翌日は「ものづくり学習・教育」における「主
体的・対話的で深い学び」を導く題材及び授業デザインに関
する講義と演習（機構工作の作品制作）により創造的技能
の育成について検討します。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 12時間
令和2年7月23日～
令和2年7月24日

教諭

中学校（技術科）
教諭・高等学校
（芸術科工芸）教

諭

12,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505843号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】ものづくり学習・教育B：伝
統文化教育（伝統木造建築）

「ものづくり学習・教育における伝統文化教育の題材化」を
課題に，我が国の伝統文化教育，文化財，伝統構法に関す
る講義・演習をおこない，我が国の優れた伝統や文化に関
心をもち，理解を深めるとともに，それらを尊重する態度を
育てる題材を検討します。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月25日 教諭

中学校（技術科）
教諭・高等学校
（芸術科工芸）教

諭

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505844号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】家庭科のカリキュラム：授
業づくりA

家庭科のカリキュラムや授業を構想するさいの視点・観点に
ついて，講義・演習・討論を行う。授業実践例や教材・教具
等を分析したり，討論したりしながら進めていく。思考力や市
民性の育成，問題解決型の学習，ＥＳＤ・消費者市民教育な
ど，今日的課題を取り上げる。家庭科の可能性とおもしろさ
を確認したい。

綿引　伴子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月24日 教諭
中学校・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505845号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp
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令和２年度(第２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

金沢大学
【選択】家庭科のカリキュラム：授
業づくりB

「家庭科のカリキュラム・授業づくりA」（前日）からの継続で，
家庭科のカリキュラムや授業を構想するさいの視点・観点に
ついて，講義・演習・討論を行う。授業実践例や教材・教具
等を分析したり，グループまたは個人で授業を構想したりす
る。構想した授業について相互に検討し合う。

綿引　伴子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月25日 教諭
中学校・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505846号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】家庭科の授業づくり：保育
の現状から

本講習の目的は，現在の保育を巡る現状と課題を知り，そ
うした現状と課題を踏まえたうえで，受講者が自身の授業を
案出する機会を提供することである。具体的には，まず，保
育を巡る現状と課題について講義をする。その後，保育を巡
る現状と課題に関する集団討論及び家庭科の授業づくりに
まつわる課題と解決に関する集団討論を踏まえ，受講者そ
れぞれの課題とその解決方法を具体化する機会を提供す
る。

滝口　圭子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月26日 教諭
中学校・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 25人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505847号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】構文文法から考える英文
法

認知言語学では，カテゴリ化，知覚，視点の投影など，人間
が持つ一般的認知能力に基づいた言語分析が行われてい
る。認知言語学の枠組みにおいて，最も注目されるアプロー
チの一つが構文文法 (construction grammar) と呼ばれる文
法理論である。本講習では，構文文法の観点から英語の文
法を論じる。講習中，適宜ディスカッションの機会を設けなが
ら，内容について深く理解することを目指す。

渋谷　良方（人間社会研究域歴史言語文化学
系准教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年7月11日 教諭
中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505848号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】「話しことばの文法」につ
いて

学校文法は「書かれた英語」をもとにして構築された文法で
ある。それ故に,ちゃんとした英語を読むためには大変有効
である。コミュニケーション能力の養成を教育目標とする時
代では,読むことに加えて,話すことも教えていかねばならな
い。話しことばは一見すると無秩序で,欠落的･断片的で,自
分の知っている文法では説明のつかないことが多い。本講
習では,外国語教育における文法教育の大切さを再認識す
る観点から,spoken languageの文法について考察する。

澤田　茂保（国際基幹教育院外国語教育系教
授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505849号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】英語短編小説の読み方と
楽しみ方

英語で文学作品を読むことが楽しいということを（再）経験で
きる講座としたいと思います。英語で書かれた小説を丁寧に
読み解くことは，英語とはどのような言語なのか，また論理
的に読むことで,なにがわかるのかを考える最良の訓練とな
ります。いわゆる「講義」の時間を少なくし，参加者の皆さん
と共に読み，考え，議論する「演習」を通じ，作者が物語に仕
組んだ策略に気づいたときの「驚き｣を連続して感じていた
だこうと企画しています。

久保　拓也（人間社会研究域学校教育系准教
授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月25日 教諭
中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505850号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】医療・保健分野のトピック
ス

若年者に起こり得る障害等に関して医療・保健の分野の関
わりについて, 以下の内容を講義する。
1. 思春期のリプロダクティブヘルスについて
2. スポーツ障害予防と成長期のスポーツ障害について
3. 放射線の医療応用について

太田　良子（医薬保健研究域保健学系助教）
三秋　秦一（医薬保健研究域保健学系准教授）
林　裕晃（医薬保健研究域保健学系准教授）
武村　哲浩（医薬保健研究域保健学系教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月24日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校（保健体育）教

諭・養護教諭
6,000円 50人

令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505851号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】インクルーシブ教育と特
別支援教育

本講義は通常教育のあり方を特別支援教育の見地から再
評価し,インクルーシブ教育の在り方を論ずる。特別支援教
育の知見は,要支援児の生きにくさを発見・同定した支援に
寄与し得る。他方,特別支援教育は,障害のある個人に焦点
をあててきたため,集団の中での支援の観点が不足する。こ
の問題に発し,特別なニーズのある児童と他の児童の交流
を促す学級経営について,当事者の「個別性」の考慮の点か
ら考察を深める。

吉川　一義（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月1日
教諭

養護教
諭

小・中学校および
特別支援学校教

諭・養護教諭
6,000円 150人

令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505852号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp
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令和２年度(第２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

金沢大学
【選択】通常学級の「気になる子」
の理解と支援

学習障害,自閉症スペクトラム障害,ADHDなどの発達障害の
ある子どもや,構音障害や吃音などの言語障害のある子ども
など,通常学級に在籍する,「気になる子ども」の特性や,学校
生活における困難を概説するとともに,これらの子どもに対
する家庭,在籍学級,通級指導教室などにおける実態把握と
指導・支援について,事例を交えながら,検討する。

小林　宏明（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月24日
教諭

養護教
諭

特別支援学校教
諭・養護教諭

6,000円 150人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505853号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】学校における救急処置と
危機管理

・学校における救急処置に必要な基本的事項を生理学の視
点から概説する。食物アレルギーの基礎知識と保健室での
保健指導に活用できる生理学の内容を示す。
・学校における危機管理の現状を分析し，その背景に応じ
た危機管理，保健指導，関係者との連携のあり方を養護教
諭の専門性の視点から検討する。

河田　史宝（人間社会研究域学校教育系教授）
杉本　直俊（医薬保健研究域医学系准教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月25日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505854号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】健康課題の解決にむけた
養護実践：自校の健康課題への
取組み

学校における健康課題と養護実践について概説し,自校の
健康課題解決に向けた実践計画を立案する。自校の健康
課題の分析をもとに,実践計画「目的,具体的な実践方法（い
つ,だれを対象に,どんなことを行うのか）,評価方法」をグルー
プワークにより検討し,その後,自校の健康課題解決のため
の実践計画書として作成する。最終的には,その実践を実践
研究としてまとめられることを目標とする。

河田　史宝（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月26日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505855号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】道徳・倫理（いのちの教
育）１

日本におけるDeath Educationの典型実践，金森俊朗先生
の『性の授業　死の授業』，鳥山敏子先生の『いのちに触れ
る』について豊富な映像資料を交えて，わかりやすく解説し
ます。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

「いのち」の教育
に関心を持つ県

下の教員
6,000円 100人

令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505856号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】道徳・倫理（いのちの教
育）２

日本におけるDeath Educationの典型実践，金森俊朗先生
の『性の授業　死の授業』，鳥山敏子先生の『いのちに触れ
る』について豊富な映像資料を交えて，わかりやすく解説し
ます。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授）
石川県鳳珠郡
穴水町

6時間 令和2年7月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

「いのち」の教育
に関心を持つ県

下の教員
6,000円 50人

令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505857号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】福島第一原発事故と新し
いエネルギー社会

福島第一原発事故はなぜ起きたのか，現在どのような状況
なのか，周辺地域の汚染はどうなっているのか，事故の国
民負担はどの程度の金額になるのかなど，包括的に福島第
一原発事故そのものの解説と自然と社会への影響やその
後の制度改正などを説明する。合わせて，今後を考えるた
めに再生可能エネルギーに関して国内外の取り組みや課
題も説明する。事故後，これらの問題に関心をお持ちの先
生方は多いと思うが，まとまって基礎的な勉強ができる機会
は滅多にないと思う。受講して授業に活かしていただけたら
と思う。

土井　妙子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月19日
教諭

養護教
諭

石川県下の教
諭・養護教諭

6,000円 150人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505858号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】高等学校・中学校におけ
る総合的な探究・学習の時間

本講習では, はじめに受講生自身（所属校）の行っている総
合的な探究・学習の時間（高・中）の実践内容や実態，課題
などについて共有し合う。次に,新学習指導要領の趣旨や学
校を取り巻く諸課題を踏まえ，「探究」を核とする総合的な探
究・学習の時間の意義やカリキュラムづくりについて，全国
の高等学校・中学校における優れた実践等を参考にしなが
ら学ぶ。最後に各自で総合的な探究・学習の時間のカリ
キュラムツリーの作成を行い，探究的な学びを構成する力
量の向上を目指す。

松田　淑子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月19日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 20人

令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505859号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】持続可能な開発のための
教育（ESD）入門

次期学習指導要領にもその考え方が取り入れられた,「持続
可能な開発のための教育(ESD)」についての理念と必要性,
および国内外におけるESDの実践事例を検証する。また,実
際にESD授業を構想し,単元案を組む演習を通じて,ESDのあ
り方に関する深い理解を得る。

河内　幾帆（国際基幹教育院GS教育系准教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月25日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭 6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505860号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp
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令和２年度(第２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

金沢大学 【選択】幼児の造形・表現活動１

幼児が「おもしろそうだな」「たのしそうだな」「ふしぎだな」
「やってみたいな」「いっしょにやりたいな」と思う保育者との
造形活動や表現活動について，講義と演習（造形活動・表
現活動）により検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月19日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 40人

令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505861号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】幼児の造形・表現活動２

幼児が「おもしろそうだな」「たのしそうだな」「ふしぎだな」
「やってみたいな」「いっしょにやりたいな」と思う保育者との
造形活動や表現活動について，講義と演習（造形活動・表
現活動）により検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授）
石川県鳳珠郡
穴水町

6時間 令和2年7月11日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 30人

令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
505862号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

岐阜大学
【選択】知的障害児の発達支援
－身辺処理を中心に－【中濃】

知的障害児の発達支援について，その中心課題のひとつと
なる身辺処理，日課処理を中心に事例を紹介しながら，行
動の読み解き，保護者との関係づくり，支援課題の設定・分
析，支援プログラムの立案などについて検討します。

坂本　裕（大学院教育学研究科　准教授）
岐阜県美濃加
茂市

12時間
令和2年6月13日～
令和2年6月14日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・特別支

援学校教諭

12,000円 39人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504692号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】小学校外国語・外国語活
動の指導法

本講習では、新学習指導要領を踏まえ、小学校における外
国語教育、子どもの第二言語習得の特徴、英語の発音、外
国語活動・外国語授業の在り方、題材・教材・活動づくり等
を通じ小学校英語教育全般について理解することをねらい
とする。なお、小中連携の観点から中学校英語教諭も対象
とする。

瀧沢　広人（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月20日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（英語）

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504693号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】知的障害児の発達支援
－身辺処理を中心に－【岐阜】

知的障害児の発達支援について，その中心課題のひとつと
なる身辺処理，日課処理を中心に事例を紹介しながら，行
動の読み解き，保護者との関係づくり，支援課題の設定・分
析，支援プログラムの立案などについて検討します。

坂本　裕（大学院教育学研究科　准教授） 岐阜県岐阜市 12時間
令和2年6月20日～
令和2年6月21日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・特別支

援学校教諭

12,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504694号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】戦後の国語科教育

戦後の国語教育の変遷を概観します。講義形式が中心にな
りますが、昭和二十年代の墨ぬり教科書・ローマ字教科書と
いった、実物を手に取ることで、身近で分かりやすい授業に
します。GHQの占領政策にどのように対峙していったかを中
心に解説していきます。

安　直哉（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月21日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（国語）

6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504695号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】野生動物から生物多様性
を考える

いま、野生動物をとりまく生態系のバランスが壊れている。
これは自然生態系だけの問題ではなく、われわれ人間社会
にも大きな影響をもたらしている。本講習では、哺乳類を中
心とした生態系について理解し、生物多様性の重要性を認
識する。また、生態系の保全や管理の観点から、科学的な
見方や考え方をともなった自然観を養い、野生動物と人との
新しいかかわり方を学ぶ。

鈴木　正嗣（応用生物科学部　教授）
淺野　玄（応用生物科学部　准教授）
安藤　正規（応用生物科学部　准教授）
森部　絢嗣（応用生物科学部　准教授）
池田　敬（応用生物科学部　特任助教）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月21日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（理

科）・高等学校教
諭（理科）

6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504696号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】まちづくり基本条例をつ
くってみよう

近年、地方自治体の憲法として「まちづくり基本条例」や「自
治基本条例」を制定するところが多くなってきている。自分達
のすむまちの自治を高めるために、まちやまちの運営の大
原則を条例化する動きである。この講習では、法教育又は
主権者教育の一つとして、法令、判例、条例等の調査方法
や法の仕組み、階層、制定手続、制定時の考慮事項等など
を理解していただくとともに、実際に、グループをつくっても
らって条例案を策定してもらおうと考えています。

三谷　晋（地域科学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月21日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（社

会）・高等学校教
諭（社会）

6,000円 15人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504697号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】附属小中学校実践演習
（国語科）

附属学校の授業を題材に、その内容を①国語学、②国文
学、③国語科教育の観点から掘り下げる。令和2年度から附
属学校の義務教育学校化にともない内容が大きく変更され
るため詳細は未定であるが、3つの分野についてまんべん
なく学べるように今後詰めていく。

山田　敏弘（教育学部　教授）
小林　一貴（教育学部　教授）
小川　陽子（教育学部　准教授）
好川　聡（教育学部　准教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（国語）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504698号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜大学
【選択】附属小中学校実践演習
（社会科）：主権者育成を目指し
た社会科授業デザインの方法

本講習では、複数の社会科教育論を取り上げ、目標に応じ
た社会科教育の内容・方法のデザイン方法について議論致
します。社会科教育は市民的資質育成を目的とします。民
主主義社会における主権者の育成を目指し、教師は社会事
象を如何に捉え、授業として構成するか。この難題を皆で議
論したいと思います。

須本　良夫（教育学部　教授）
田中　伸（教育学部　准教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（社会）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504699号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】附属小中学校実践演習
（算数・数学科）

講習当日の最初に簡単なオリエンテーションを行い，１日の
流れなどについて説明する。その後，公開授業と，分科会に
参加する。分科会後に講義を行う。主に、公開授業及び分
科会の内容と、数学に関する内容についてコメントする。本
講習の最後に、筆記試験を以てまとめと評価を行う。

山田　雅博（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（数学）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504700号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】附属小中学校実践演習
（理科）

附属学校（小・中）の公開授業を参観し，教育効果について
各視点で分析する。分科会に参加して公開授業について議
論するとともに，大学教員の講義を受講して周辺の理科の
知識，新しい教育方法・教授法について学習する。

中村　琢（教育学部　准教授）
三宅　崇（教育学部　准教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（理科）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504701号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】附属小中学校実践演習
（音楽科）：音楽づくり・創作の方
法と実際

音楽づくり・創作は、歌唱、器楽、鑑賞に比べて、指導の
ハードルが高いと思われている。それは教員自身が経験し
ていないために、授業の方法や評価等についての戸惑いが
あることが原因かと思われる。しかし、音楽が苦手だと思っ
ている児童が活躍する姿を見ることができるなど、主体的な
活動を誘発するものでもある。
本講座では、授業を観察した上で、実際に体験することによ
り、指導の実際を学ぶことを目的とする。

松永　洋介（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（音楽）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504702号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】附属小中学校実践演習
（図画工作・美術科）

本年度はデザイン・工芸分野を中心に、図工・美術の教材・
指導法についての講習を行う。附属中学校の公開授業を参
観し、分科会にも参加する。分科会終了後に講義と感想発
表を行う。また時間があれば各自の実践している造形教材
について小グループに別れて発表、検討する。用意できる
方は、実物又は参考資料を持参して下さい。

山本　政幸（教育学部　准教授）
隼瀬　大輔（教育学部　准教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（美術）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504703号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】附属小中学校実践演習
（保健体育科）

附属小中学校の公開授業を参観し、小中学校・保健体育科
での学習目標やその実現のための方法・条件などをテーマ
に、グループで討議する。その上で、児童・生徒の現状に焦
点をあて整理・探究し、授業改善の機会にしたい。

杉森　弘幸（教育学部　教授）
熊谷　佳代（教育学部　教授）
林　陵平（教育学部　助教）
上田　真也（教育学部　准教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（保健

体育）
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504704号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】附属中学校実践演習（技
術科）

本講習では、１部は教育学部附属学校を実践演習のフィー
ルドとし、技術・家庭科の実践的・体験的な学習活動および
学習指導を観察後、実践的な視点からの教師による技術分
野分科会を開催して学習指導法を議論、省察する。２部は
技術科教育における学習指導と評価に関する実践と理論か
らの講義と演習を行う。さらに、今後の内容構成を考慮しつ
つ、学習指導や評価、教材開発について、全員で授業設計
等を演習、検討する。

尾高　広昭（教育学部　教授）
小原　光博（教育学部　教授）
舟越　久敏（教育学部　准教授）
中田　隼矢（教育学部　准教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月27日 教諭
中学校教諭（技

術）
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504705号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学

【選択】附属小中学校実践演習
（家庭科）－食育の理論と指導の
ポイントおよび衣領域に関する実
技実習指導法－

本講習は，1）「研究発表会の参観」，2）「衣・食領域の講義」
から成る。
1）岐阜大学教育学部附属中学校の教育研究の成果発表会
を参観する。
2）食領域は，学習指導要領の重要事項「和食」を中心に，
食を選択する力の養成と課題の解決に必要な理論と指導
のポイントを解説する。衣領域は、伝統的生活文化の教材
事例として刺し子を取り入れた実技実習指導法を紹介する
（裁縫箱・材料の準備は必要ない）。

夫馬　佳代子（教育学部　教授）
久保　和弘（教育学部　教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月27日
教諭

栄養教
諭

小学校教諭・中
学校教諭（家
庭）・栄養教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504706号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜大学
【選択】附属小中学校実践演習
（英語科）

附属学校教員による小学校英語または中学校の授業参観
を行い、その後、授業内容についてのディスカッションや小
学校英語、中学校英語の指導法全般について講義を行う。

瀧沢　広人（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（英語）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504707号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】附属小中学校実践演習
（特別支援教育）

近年、インクルーシブ教育システムの構築が進み、特別支
援教育の対象となる児童生徒数は急増している。特に、小
学校･中学校の特別支援学級と通級指導教室における児童
生徒数の増加、障害の多様性が顕著である。この講習で
は、岐阜大学教育学部附属小中学校の特別支援学級の授
業参観を通して、障害の理解と支援、指導方法の検討、小
中学校における特別支援教育の在り方等について、対話的
に学習を進めます。

池谷　尚剛（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月27日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（特別
支援学級担任、
通級指導教室担
当者）、特別支援

学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504708号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】附属小中学校実践演習
（健康教育）

健康教育をテーマにした授業実践（附属学校での公開授
業）を参観し、効果的な健康教育のあり方を検討する。ま
た、参加者各自が対応に苦慮した事例について相互に発表
し、保健室での個別指導に活かすことを念頭に、小中学生
の心理的発達課題を中心に、親子関係等を考慮しつつ、そ
の支援策について討論を行う。さらに、そのような知見から
予防的視点を交えた健康教育のあり方について探求するこ
とを目的とする。

伊藤　宗親（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月27日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・中
学校教諭・養護

教諭
6,000円 8人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504709号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】知的障害児の発達支援
－身辺処理を中心に－【飛騨】

知的障害児の発達支援について，その中心課題のひとつと
なる身辺処理，日課処理を中心に事例を紹介しながら，行
動の読み解き，保護者との関係づくり，支援課題の設定・分
析，支援プログラムの立案などについて検討します。

坂本　裕（大学院教育学研究科　准教授） 岐阜県高山市 12時間
令和2年6月27日～
令和2年6月28日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・特別支

援学校教諭

12,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504710号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】高校地学：地球システムと
その歴史

地球のシステムは、大気圏、地圏、水圏、生命圏から構成さ
れ、互いに影響を及ぼし合っています。それが地球の環境
変動となります。本講習では、高校地学で取り上げられてい
る地球史イベントを題材として、環境変動の歴史と地球シス
テムの性質を理解することを目的としています。また、地球
史の中でも大規模イベントとされるペルム紀・三畳紀境界の
直後の露頭を、各務原市鵜沼の木曽川河床で見ることがで
きます。本講義では、その露頭見学を通じて、地球システム
の理解を深めます。

勝田　長貴（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月28日 教諭
高等学校教諭

（理科）
6,000円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504711号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】鋳造による金属を用いた
ものづくり

金属を用いたものづくりの方法として鋳造がある。鋳造は融
かした金属を型に流し込むことで，様々な形状の製品を簡
便に製作することができる。一方で，鋳造を用いたものづくり
は太古から行われており，銅鐸や奈良の大仏などの製作に
も利用され，日本の歴史的文化財などとも深い関わりがあ
る。本講習では，鋳造などの主要な金属加工方法を座学で
学んだ後，鋳造の実習を行う。実習では砂型を用いた手法
に加えて，厚紙などの日用品を利用した簡便な手法も実施
する。歴史的文化財などとも関わりが深いため，受講者の
校種や教科種は制限しない。

中田　隼矢（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月28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 6人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504712号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】日本経済の構造変化とそ
の要因

2000年代以降、高度経済成長期やバブル経済期を超える
景気拡大期が続いているが、「実感なき景気回復」と呼ばれ
るように、賃金など労働環境の改善につながっていない。本
講習では、この要因について、1990年代後半以降の日本経
済の構造変化に焦点をあて分析を行う。

柴田　努（地域科学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年6月28日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（社会
科）・高等学校教

諭（社会科）

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504713号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜大学 【選択】メダカの生物学

生物教材としてよく利用されるメダカについて、講義と実習を
行う。
午前中には講義を行い、生殖に関する生物学的な解説、産
卵行動や卵の観察法など教材利用に関する解説、メダカを
取り巻く環境問題に関する解説等を行う。
午後にはメダカの産卵行動の観察、様々な発生段階の胚の
顕微鏡観察、顕微鏡下での人工授精と発生の観察を行う。

古屋　康則（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月4日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（理

科）・高等学校教
諭（理科）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504714号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】数学の教材開発に関する
考察

算数・数学の教科書には，各単元ごとに単元の学びを活か
した利用・活用の場面が設定されている。その目的は，具体
的な場面を例に挙げて数学の学びを活かすことで，数学の
良さを発見したり，学んだ内容を深く追究する機会を得るな
ど，様々である。本講習では，参加者に教科書や教材開発
を目的とした論文を読んでもらい，改良や新たな教材開発を
通して，数学の教科・学問としての重要性を再認識してもら
うことを目的とする。

菱川　洋介（教育学部　助教） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月4日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（数

学）・高等学校教
諭（数学）

6,000円 35人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504715号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】木材の性質と利用

木材研究や利用技術の最新の動向を伝え、授業で木材を
取りあげる上で押さえておきたい基礎的な知識の再確認と
更新を図る。木材利用の環境との関わりや、持続的・循環
的な社会の形成に果たす役割の理解をめざす。

小原　光博（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校教諭（技

術）
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504716号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】高度情報社会の学校と著
作権

今日の高度情報通信社会では，私たちは多様なメディアに
よる情報の受信と発信ができるようになった。その受信と発
信において，著作物を利用する機会が増大しており，著作
権に関する知識と適正な利用にますます努めなければなら
なくなった。学校もその例外ではなく，教師の活動において
のみならず，インターネットやメディアを活用した学習におけ
る児童･生徒らによる著作物利用も進んでいる。著作権に関
する知識と適正な利用について考えます。

村瀬　康一郎（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

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・栄養教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504717号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】木材でカトラリー（バター
ナイフやスプーンなど）の制作
（刃物を使用）

木材を棒ヤスリや丸ノミ、紙やすりを使用して削り出し用途
のあるものを制作します。
用具使用方法、木材の特徴の説明なども行います。小学校
における「図画工作」、「生活」、中学校の美術における「工
芸」分野、特別支援学校における「作業」の時間における指
導の参考になればと思います。
彫刻刀をお持ちいただければ、彫刻刀の研ぎ方なども実演
します。

隼瀬　大輔（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月5日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭（美術）・
特別支援学校教

諭

6,000円 15人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504718号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】障害幼児教育臨床演習
【岐阜】

受講者が、幼稚園、保育園等でこれまで自分のかかわって
きた障害のある幼児の支援事例について、レポートを作成
し、それをもとに講師とケース・カンファレンスを行ない、障
害のある幼児の理解と支援の仕方について学ぶ。

神野　幸雄（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 15人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504719号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】タブレットPCの教育利用
を考える

学校へのタブレットPCの導入が進められています。将来的
には一人一台の教育環境も検討されており，効果的な教育
利用を進めることが必要です。では，「主体的・対話的で深
い学び」のためにタブレットPCをどのように位置付けていけ
ば良いのでしょうか。さらに，それによってこれまでの授業ス
タイルを変革することは可能なのでしょうか。事例を参考に
しながら一緒に考えてみたいと思います。

加藤　直樹（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月5日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504720号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】新時代の「動物と人との
付き合い方」を考える

いま，社会情勢や自然環境の変化にともない，伴侶動物
（ペット）や野生動物と私たちとの付き合い方は大きく変わり
つつあります。本講習は，この付き合い方の変化に関わる
背景や法律，課題等の概説を通じ，動物と人とのより良い関
係のあり方を考えて頂けるよう企画したものです。

鈴木　正嗣（応用生物科学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月5日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504721号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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岐阜大学
【選択】日本人がはまりがちな英
語の「落とし穴」（Dealing with 
common English errors）

この講習では、日本人の英語学習者が特に間違えやすい
英語の文法や表現について学習します。よくある間違いの
例を分析しながら、教室で生徒の間違いへの対応の仕方を
工夫します。エラーコレクションの一般原理についても学習
します。

デイビッド　バーカー（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月11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 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504722号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】プログラミング的思考を育
てるための学習入門

小学校のプログラミング的思考を育てるための学習を対象
に、コンピュータなしの学習活動から、ビジュアル型プログラ
ム言語、そしてプログラミング教材を用いて行う学習活動ま
でを、演習をとおして一通り学ぶ講習です。本講習は、小学
校プログラミング教育に興味を持っている方で、プログラミン
グおよび実践を行ったことがない方を対象とします。

今井　亜湖（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月11日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504723号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】生理活性物質について

生理活性物質について、分類や特徴などを分かりやすく説
明する。また、最近注目を集めている糖鎖についても説明
し、生理活性を持つ糖鎖についても説明する。時間的に余
裕があれば、生理活性物質の研究法についても分かりやす
く説明する。

石田　秀治（応用生物科学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月11日 教諭
中学校教諭（理
科）・高等学校教

諭（理科）
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504724号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】算数教材で楽しもう

最近の算数科では，数学的活動の充実が求められている．
本講習では，数学的活動を通して，算数の内容と関連する
魅力的な数学の題材を紹介する．演習時間も確保し，数学
的に考えることの楽しさを実感できるようにする．具体的に
は，日常的なもの（あみだくじ，ゲーム）や算数的なもの（分
数，魔方陣）等に関連する話題を提供する予定である．

花木　良（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504725号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】身体表現～人や物と関
わって動きをつくる～

講習の前半は実技を中心とし、表現遊び、リズム遊び、リズ
ムに乗って踊るダンス、即興による身体表現を取り上げ、そ
れぞれの動きの探求を通して、まずは受講者自身が動きの
開発を目指す。そして、後半は、受講者による動きの創出を
グループ活動を通して行い、講師のリードのもと、まとめられ
たものをお互い見せ合う。体験・習得→活用→探求という一
連の活動を通して、「身体で表現する」ことについて考察す
る。

熊谷　佳代（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月12日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭（体育・保

健体育）

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504726号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】ピアノ演奏技術向上のた
めの講習（ピアノ伴奏含む）

音楽を教えるうえで、ピアノ演奏技術の向上はとても重要で
す。歌唱指導時や鍵盤ハーモニカの指導時にはピアノ（鍵
盤楽器等）を使用しますし、教材楽曲分析時にはピアノが弾
けると作業がはかどったりと、ピアノが弾けることで得られる
利点は少なくありません。また、講習時間は限られています
が「ひとりでは効率のよい練習ができない」という方も歓迎し
ます。ひとりひとりに合う練習方法を一緒に考えます。

仲田　久美子（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月12日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭（音楽）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504727号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】授業で使える話し合いの
手法　デザイン思考編

「デザイン思考」は未来の課題を解決していくための思考方
法で、海外では小学校からビジネス社会まで幅広く活用され
ています。本講習ではデザイン思考の活用事例を紹介し、
実際にデザイン思考を使って楽しみながら新しい課題解決
する演習を実施します。デザイン思考の方法論は、思考力・
判断力・表現力を育む協調学習（グループワーク学習）の学
習環境のデザイン・実践に活用していただけます。

川瀬　真弓（工学部　助教）
森部　絢嗣（応用生物科学部　准教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月12日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504728号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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岐阜大学
【選択】クラスの実情に応じた効
果的な編曲法と指導法

生徒数や楽器編成に適したアンサンブルの楽譜がない場合
の編曲法を考察します。クラスの実情に適した編曲譜がな
い場合、教師が自らの手でそれを作成する必要がありま
す。本講習では、生徒数、楽器数、能力などさまざまな条件
のなかで、どのように編曲がなされうるのか、何に注意すれ
ばよいのかを、実際に手を動かして作業をしながら考察しま
す。またそれを踏まえたアンサンブル指導法にも言及しま
す。

西尾　洋（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月18日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（音楽）

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504729号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】これからの英語教育のた
めに：言語文化観・教育観のゆさ
ぶり

「国際共通語としての英語」や「コミュニケーション能力」な
ど、新学習指導要領のキーワードは学術的に見て必ずしも
正確に理解され、実践されてはいません。そこで本講座で
は、受講者の言語・文化・教育に対する見方に働きかけ、授
業実践をより充実したものへとする視点を提供します。その
際、講義だけではなく、様々な活動を通して体験的に理解で
きるよう講習を進めます。

仲　潔（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月18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 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504730号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】スマートフォン・タブレット
端末を用いたWebGISによるマッ
プ作りと教育への活用方法

本講習では、まずGIS（地理情報システム）について学習す
る。次いで、スマートフォンやタブレット端末等を用いて、実
際に位置情報を取得する方法やそれらのデータをWebGIS
上に表示し、Webマップを作る方法を身につける。そして、実
習を通して、教育にどのように活用できるか、を受講者間で
議論し、今後の教育に活かす方法を検討する。

橋本　操（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月18日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（社会）

6,000円 15人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504731号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】木彫の基礎

美術は専門外で彫刻未経験の方も、専門の彫刻教育を受
けた方も対象とします。①樹木観察、種類や特徴、②木彫
道具解説、③木彫制作（クス、ホオ、シナなどの木を用い
て、小品のレフーフ、又は丸彫の木彫小品作りに取り組
む。） 
（今年度よりスプーン制作は行いません。）

河西　栄二（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月18日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭（美術）・
高等学校教諭
（美術）・特別支

援学校教諭

6,000円 15人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504732号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】数学を探究しよう

最近の数学教育では，数学的活動や課題学習が位置づけ
られている．また，「算数・数学の自由研究」という作品コン
クールが理数教育研究所によって開催されたり，SSH（スー
パーサイエンスハイスクール）校が拡充したりしており，課題
探究型学習の充実が求められている．この講座では，中高
生に探究させることが比較的容易であるグラフ理論，整数
論等に関連した話題を中心に紹介し，数学を探究する体験
の場を提供する．

花木　良（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月19日 教諭
中学校教諭（数
学）・高等学校教

諭（数学）
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504733号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】木彫制作（発展）

美術が専門の方を対象とします。木彫経験はなくてもかまい
ません。電気チェンソーなどの電動工具や木彫ノミなどの手
工具を用いて、25㎝程度のクスの丸太を材料に木彫制作に
取り組む。保護具などの安全装備やチェンソーの目立てや
ノミの研ぎ方についても講習を行う。作りたい形の原寸大イ
メージデッサン（正面図、側面図）を持参してください。動物
の頭部や、４つ程度の塊で構成される抽象形態などが作り
やすいです。

河西　栄二（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月19日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（美

術）・高等学校教
諭（美術）・特別
支援学校教諭

6,000円 10人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504734号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】日本語に関する知見の確
認

児童・生徒に教授するまえに、まず教授者から日本語の仕
組みの巧みさ・面白さを再確認し、言葉をめぐる見識を育て
るための基礎を築きたく思います。一方、参加者が相互に
意見・情報を交換して知見を広げたいとも思います。言葉を
めぐる事柄について提案・発問を御準備ください。なお、講
習内容の性格上、研修のようには、現場教育に直結する内
容が含まれているとは限りませんこと、ご承知おきください。

佐藤　貴裕（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月21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 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504735号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜大学
【選択】【新指導要領対応】植物
の名前を知らなくてもできる「分
類」の授業－理論と実践

小学３年理科生命・地球の「身の回りの生物」、および中学
１年理科第二分野「生物の特徴と分類の仕方」においては、
身の回りの自然にみられる植物の観察を中心に授業が構
成されるため、教師側が植物種の名前を熟知していないこ
とがネックになりがちです。本講習では、私たちが学ぶべき
「分類」の基礎力をつけるとともに、植物の名前を知らなくて
も充実した授業を展開できる、新しい教育法を教授します。

須山　知香（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月21日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭（理科）・
高等学校教諭

（理科）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504736号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】運動学習における指導方
法（器械運動を主に）

器械運動の学習を進める上で、指導者は対象となる学習者
の動きをみて、動きの良し悪しの判断や学習者のどこに問
題点があるのか、どのように改善すればよいのかなど、動き
を見抜くことの重要性について説明、また技を通して、個々
の技・技術のポイントや効果的と考えられる練習方法につい
て解説をする。

山脇　恭二（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月25日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭（体育）・
高等学校教諭

（体育）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504737号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】障害幼児教育臨床演習
【飛騨】

受講者が、幼稚園、保育園等でこれまで自分のかかわって
きた障害のある幼児の支援事例について、レポートを作成
し、それをもとに講師とケース・カンファレンスを行ない、障
害のある幼児の理解と支援の仕方について学ぶ。

神野　幸雄（教育学部　准教授） 岐阜県高山市 6時間 令和2年7月26日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 15人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504738号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】運動生理学の活用法

講習の前半は，講義を中心として身体の運動に対する生理
応答について解説し，運動生理学に関する最新知見を紹介
する．後半は，運動生理学の中でも心拍数に焦点をあて，
各種運動に対する心拍応答を観察し，その応答に関する生
理学的意義について解説する．

上田　真也（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月26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）

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504739号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】学校のリスクマネジメント
と教職の省察

現代の学校教育には多様な機能・役割が期待されており、
一方でその背後に潜む「リスク」も無視できなくなっていま
す。本講習ではまず、教育という営みが抱えるリスクを様々
な観点から検討するとともに、「危機」や「安全」とは何かを
問い直すことで「学校安全」のロジックを考えます。そのうえ
で、受講者自身の経験をもとに、学校教育に潜むリスクと向
き合いながら、今日の学校や教員が果たす役割について考
えてもらいます。

長谷川　哲也（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月26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
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504740号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】「子どもの貧困」問題の取
り組む地域の実践－現場の実践
者を交えて

「子どもの貧困」問題に対し、近年ではさまざまな政策的対
応も取られていますが、政策に先行して実施されてきたの
は、「子どもの育ちと暮らし」を支える地域の草の根的な活
動です。
子どもの貧困に対する対応は多方面からのアプローチが必
要になりますが、とりわけ重要なのは、「育ちと学び」という
側面です。地域で展開されている学習支援や居場所づくり
などの教育的意義について、現場の実践者を交えてともに
学び合います。

南出　吉祥（地域科学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504741号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】都市と自然を結ぶ「金華
山」～環境教育の場として考える
～

岐阜市に位置する金華山には、都市部にもかかわらず、多
様な自然が残っています。しかし、そこには多くの外来生物
が生息し、日本在来種の生息環境や人間生活を脅かしてい
ます。今後、私たちが金華山の自然を見つめなおし、持続的
な環境を住民とともにつくりだすためにはどのように教育を
図っていけばいいか、講義の後、山を歩きながら一緒に考
えます。

森部　絢嗣（応用生物科学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月26日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504742号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】歴史学の新しい流れと歴
史教育

20世紀以降の歴史学に大きな影響を与えたアナール派歴
史学の代表的歴史家―－第一世代から第四世代まで―ー
の業績を紹介し、その歴史教育への導入可能性を探る。

矢橋　透（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月28日 教諭
高等学校教諭
（地理歴史）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504743号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜大学 【選択】水域の環境と生態系

水路，ため池，河川，湖沼，沿岸海域などの身近な水圏・水
域における生態系および環境のありかたについて多角的な
視座から講述する．それぞれの講義の中で，生物，食物
網，物質循環(主に栄養塩)，物理・化学的環境要因（水理・
水質），人間との接点（人工構造物）について説明する．

平松　研（応用生物科学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2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 40人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504744号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】論語を読む

中国古典の代表的著作とも言える『論語』を読んでみる。古
典を読むとはどういう事かを体験するために、実際に『論語』
を読みすすんでいく。それと同時に、孔子の思想について概
括的説明を行う。なお、受講者は漢和辞典を持参する事（電
子辞書は不可）。
（こちらは公民の倫理に関わるような内容のため、国語科向
けの内容ではありません）

坂内　栄夫（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月29日 教諭
高等学校教諭

（社会科）
6,000円 15人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504745号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】聴覚障害児への合理的
配慮入門【飛騨】

本講座では、きこえにくさやきこえないことについて取りあ
げ、聴覚障害児者への支援の一つである情報保障につい
て、その概要に触れる。また、指文字などの実習を通して、
実践的に学ぶ。

鈴木　祥隆（教育学部　助教） 岐阜県高山市 6時間 令和2年7月29日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学
校教諭・特別支

援学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504746号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】日本近現代史と岐阜

日本の近現代史において岐阜県と関わる内容について講
義する。本年度は、為政者の歴史ではなく、民衆の歴史に
焦点をあて、近代意識の芽生えともされる郡上一揆、明治
期の自由民権運動と板垣退助、戦争と岐阜県などを予定し
ている。激動の時代のなかで人々はどのように生き、考えた
のかを資料をもとに考えてみたい。

田澤　晴子（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月30日 教諭
中学校教諭（社
会）・高等学校教

諭（日本史）
6,000円 25人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504747号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】吃音の理解と教育現場に
おける支援【岐阜】

吃音とはことばが流暢に話せない言語障害である。気にし
ないでいれば治る、ゆっくり話してみたらなどが誤ったアドバ
イスであることを学び、教育現場での支援を考察する。

村瀬　忍（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月30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 26人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504748号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】遺伝子工学の基礎技術
－PCR法による遺伝子の増幅－

近年の遺伝子工学の発展は著しく、多くの技術が確立され
ている。本講習ではこのうち最も基本的な技術の1つである
PCR法によるDNAの増幅を行う。本実習では高親和性IgE受
容体(FcεRI)β鎖遺伝子の増幅を行う。また、PCR法で増
幅したDNAをアガロースゲル電気泳動法にて泳動する。

武藤　吉徳（医学部　教授）
寺田　知新（医学部　准教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月30日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（理

科）・高等学校教
諭（理科）

6,000円 4人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504749号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】自律機械のマイコンボー
ド制御

最近話題のドローンには，推進や操舵のためのモータや
ジャイロ・GPSなどのセンサーが搭載されている．それらをう
まく機能し設計者の意図したように移動するには，センサー
情報を判断してモータに適切な指示をあたえるマイクロコン
ピュータの処理が不可欠である．本講習では，実際にマイコ
ンボードへプログラムを書き込み，センサーとモータを使って
自律的に動く簡単な機械システム（ロボット）を構築する機械
制御・情報系の体験的学習を提供する．（ボード：Arduino互
換機，プログラミング言語：C）

伊藤　聡（工学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月30日 教諭
高等学校教諭

（情報）
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504750号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】日本の古典文学を読む

日本の古典文学（主に作り物語）を具体的に読解します。教
科書に採択される部分だけでなく、作品全体、複数作品の
関わりあい、作品が生み出された背景や後世における読ま
れ方などにも目を向けることによって、古典文学への理解を
深めます。

小川　陽子（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校教諭（国
語）・高等学校教

諭（国語）
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504751号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜大学
【選択】身近な問題を法の視点か
ら考える

学校の授業などで取り組まれている「法」教育では、社会で
生活するために必要な「法的なものの考え方」を身に着け、
それを活用する力の育成が求められています。
本講習では、子どもたちが日常生活で行っていることや学校
で起こりうる事件・事故などについて、法の視点から考えて
いきます。その上で、子どもたちが身に着けるべき「法的な
ものの考え方」とは何かを一緒に探りたいと思います。

坂本　一也（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月1日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（社

会）・高等学校教
諭（公民）

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504752号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】現象の数学解析

経済学・工学・物理学・生物学に関する現象を高校数学を用
いて解析し、高校数学が将来どのように用いられるのかを
説明する。そのとき、高校の指導要領外の微分方程式も扱
うが、基本事項は説明する。講習は、講義の後に演習を行
うことで理解の定着を図りながら進めていく。演習では、組
み合わせ・確率・数列の和・漸化式・微分積分（極限、積や
商の微分）のある程度複雑な計算を行うので、受講者はそ
れらに習熟していること。

柘植　直樹（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月1日 教諭
高等学校教諭

（数学）
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504753号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】学校における薬品管理に
ついて

学校で扱う薬品や理科室などに保管されている薬品類の適
正な管理、保管について講義する。特によく扱う薬品につい
てはその性質、毒性、皮膚に触れた場合の処置、理科実験
等で出てきた廃液などの適正な処理方法などもあわせて説
明する。最後に、特定の実験についてコントロールバンディ
ングによるリスクの予測などをコンピュータを使って指導す
る。

吉松　三博（教育学部　教授）
萩原　宏明（教育学部　准教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月1日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（理

科）・高等学校教
諭（理科）

6,000円 10人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504754号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】聴覚障害児への合理的
配慮入門【東濃】

本講座では、きこえにくさやきこえないことについて取りあ
げ、聴覚障害児者への支援の一つである情報保障につい
て、その概要に触れる。また、指文字などの実習を通して、
実践的に学ぶ。

鈴木　祥隆（教育学部　助教） 岐阜県土岐市 6時間 令和2年8月1日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学
校教諭・特別支

援学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504755号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】生活科と音楽【飛騨】

生活科の授業において、社会や理科などの他教科の分野
にまたがる知識を組み入れながら、音楽に関わる部分をど
のように取り入れるかについて、いくつかの実施例を紹介し
ていく。この講習では、音に対する感性を育てるということを
重視したワークショップをおこなう。必要となる準備などの条
件も含めて、受講者は各学校で実施可能な方法を提案す
る。受講者は生活科で使用する教科書を講習に持参するよ
うにしてください。

青柳　孝洋（教育学部　准教授） 岐阜県高山市 6時間 令和2年8月1日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504756号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】書くことの教育の理論と実
践

国語科の「書くこと」学習指導について、教材、学習活動、児
童・生徒の文章等を具体的に取り上げながら、ワークショッ
プを通して授業実践についての理解を深めることを目的とす
る。書くことの学習指導の理論を概観し、近年新たに開発・
提唱されてきた学習者中心の指導アプローチをふまえた指
導のあり方について考えていく。

小林　一貴（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月2日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（国

語）・高等学校教
諭（国語）

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504757号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】剣道指導法

主に剣道を専門としない教員の初心者，初級者を対象(剣道
有段者も可)とした剣道指導法について，現場での指導上の
問題点を踏まえながら検討を行う。また，熱中症予防，剣道
運動の酸化ストレスについても最近の知見を含め取り上げ
る。

今井　一（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月2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）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504758号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜大学
【選択】外傷予防と救急時の初期
対応

外傷予防とは，①人から傷つけられない力，②人を傷つけ
ない力，③自らを傷つけない力，④傷ついた人を助ける力
が必要です。本講義では，イザという時に，自分の周りにい
る人たちを救う力を身につけるために，日常生活のなかで
のケガ，災害による心身への影響についての知識や救急時
の対応について説明します。一部体験型の授業を取り入れ
ます。

髙橋　由起子（医学部　教授）
日坂　ゆかり（医学部　准教授）
柿田　さおり（医学部　助教）
阿部　誠人（医学部　助教）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2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・養護

教諭

6,000円 40人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504759号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】狩猟採集と食文化

近年、狩猟の必要性が生態系保全や獣害対策として高まっ
ている一方、狩猟には食や芸能といった文化資源としての
可能性がある。本科目では、世界から日本各地での狩猟採
集や食文化等に関する事例を紹介し、地域資源のあり方を
考えます。

森部　絢嗣（応用生物科学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月2日
教諭

栄養教
諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・栄養

教諭

6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504760号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】現代日本語文法の基礎と
その国語教材への応用

定番の小中学校国語教材を題材に、時間表現、主語・主
題、名詞修飾、敬語、副詞など、日本語学の先端研究成果
を踏まえた教材分析法を学び、学年毎のグループワークで
分析力を高めていきます。
　その他に、「ご注文は以上でよろしかったでしょうか」は正
しいかなど、日常の日本語に関する疑問にもお答えします。

山田　敏弘（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月3日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（国語）

6,000円 35人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504761号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】国際連合入門－なぜ国際
社会には国連が必要なのか－

本講習では、小学校社会、中学校社会公民分野、高等学校
現代社会、政治経済においてカリキュラムの重要な対象の
一つである国際連合を取り上げる。国連は、冷戦期に比べ
て活動が飛躍的に拡大し、活動の内容も方法も劇的な変容
を遂げた。本講習では、このような新しい国連の動きを理解
するだけでなく、国際機構の誕生から現代の国際連合の活
動までを復習することを目的とする。

上野　友也（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（社

会）・高等学校教
諭（公民）

6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504762号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】初期近代ヨーロッパの科
学と思想

17世紀頃のヨーロッパは、「科学革命」が起こりいわゆる近
代科学が成立した時代だとされる。たしかにこの時期には、
現在の理科・社会教科書にも載っているような科学的成果
が多数生まれたが、他方で錬金術や魔術が真剣な研究対
象となってもいた。この講習では、現在のものと似ているよう
で違いも多い当時の科学や思想、またその背景を、いくつ
かのトピックを取り上げて考えてみたい。

柴田　和宏（地域科学部　助教） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月3日 教諭
高等学校教諭
（地理歴史・公
民・物理・化学）

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504763号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】コラージュによる絵本デザ
インの方法

「モダン・テクニック」を使って色紙をつくり、コラージュしなが
ら原画を制作、ページを編集して簡易製本までを行い、手作
りの絵本一冊を完成します。さまざまな技法の応用から発想
や構想を支援し、表現につなげてゆく方法を探ります。

山本　政幸（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月4日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭（美術）・
高等学校教諭
（美術）・特別支

援学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504764号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】新学習指導要領と知的障
害教育【岐阜】

新特別支援学校学習指導要領における知的障害教育の基
本対応と，その教育実践の中心となる「教科等を合わせた
指導」の授業づくりにおいて大切にすることを，その歴史的
背景や理念ならびに授業実践を紹介しながら，検討します。

坂本　裕（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504765号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】心理学の実験と調査

心理学について様々なことを知っていても、実際に心理学
の実験をやったことがある人は少ないのではないでしょう
か？本講義は心理学の基礎的な実験を実施・体験して理解
を深めてもらうことを目的とします。具体的には「知覚」や「記
憶」についての実験、およびアンケート調査等で用いる尺度
の構成法について、受講生の方に被験者／実験者になって
もらい体験してもらいます。

合掌　顕（地域科学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭・中
学校教諭・養護
教諭・栄養教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504766号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.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

岐阜大学
【選択】ヨーロッパ史－近年の研
究の動向と内容についての検討
－

現在、多くの高等学校の世界史教科書では新しい研究成果
が積極的に取り入れられ、視覚資料やコラムを含めるとそ
の内容は大変充実したものになっています。この点をふま
え、本講習では、ヨーロッパを主たる対象として（とくに近世・
近代を重点的に取り上げる）、近年の研究の動向と内容に
ついて検討します。

辻本　諭（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校教諭（社
会）・高等学校教
諭（地理歴史）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504767号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】4技能・５領域を総合的に
育成する英語指導法の工夫

小学校における英語学習の早期化・教科化が予定され、特
に音声面を中心として外国語を用いたコミュニケーション能
力の基礎が育成されることを踏まえ、次期学習指導要領で
目指される中・高における指導のあり方を考え、生徒が英語
を用いて発信できる力を養うための指導法とその理論的な
裏付けを体験的に学ぶ講座である。

巽　徹（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月7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 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504768号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】漢詩を読む

漢文というと、高校生には小難しいもの、教訓めいたものと
して敬遠されがちです。本講習では、李白や杜甫を中心とし
た唐詩を例にあげて、表面的に現代語訳するだけでなく、作
品を深く読み込むことを通じて、古典を鑑賞する面白さを伝
えたいと思います。またあわせて、漢字・漢文教育の問題点
も指摘していきます。

好川　聡（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校教諭（国
語）・高等学校教

諭（国語）
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504769号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】住生活に関する教育の特
徴と課題

家庭科の住生活分野の指導に求められる基礎的内容につ
いて，最新動向を交えて解説する。また，簡単な実習も行
う。具体的内容は次の通り。①住居学の基礎（小学校学習
指導要領を中心に），②住居と地球環境問題，③住居学の
応用（教材開発），④総括＋論述試験。

杉山　真魚（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月8日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（家庭
教諭）・高等学校
教諭（家庭教諭）

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504770号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】情報社会と生活～情報セ
キュリティとネット，スマホの安
全・安心～

私たちが生きている現在の高度情報通信社会，取り巻く情
報メディア，溢れる情報の特質から，私たちの生活に与える
影響と対応を，情報セキィリティ，情報安全の観点で検討し
ます。特に子どもへの影響として，インターネットやケータイ・
スマートフォン利用における危険と，それらへの対応（学校・
家庭・地域・行政・業者等の取り組みを含め）を考えます。

村瀬　康一郎（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月8日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学
校教諭・特別支

援学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504771号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】障害児教育臨床実習

知的障害児、自閉症児への教育的支援の技能を深めること
を目的とする。岐阜大学教育学部附属特別支援教育セン
ターで実施する、療育活動（柳戸サマースクール。9：00～
15：00まで1対1で子どもを担当する。20名の参加予定。）に、
実習参加する。子どもの活動（朝の会、大学構内の散歩、給
食指導、プールでの水遊び、プレイルーム、指導室での遊
び等）を支援する。受講者の実習の様子と実習修了後の口
頭試験で評価する。

神野　幸雄（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月10日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（特別
支援教育）・特別
支援学校教諭

6,000円 15人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504772号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】身近な食材（鶏卵、緑茶）
を化学の目線で見てみよう！ひ
かりものの合成を体験しよう！

本講習は2部構成です。午前は身近な食材である鶏卵と緑
茶の講義です。どちらも毎日の食卓に並ぶ身近で栄養価の
高い食材ですが化学の視線でみてみると多くの生理機能が
報告されており興味深い食材です。具体例を示しながら概
説します。午後はお祭りなどで見かける蛍光物質やルミノー
ル反応、7色に変わる溶液などの実験です。参加者には小
瓶に詰めた試薬を差し上げますので子どもたちに見せてあ
げてその感動を伝えてください。

纐纈　守（工学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月11日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（理科）

6,000円 25人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504773号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜大学 【選択】生活科と音楽【岐阜】

生活科の授業において、社会や理科などの他教科の分野
にまたがる知識を組み入れながら、音楽に関わる部分をど
のように取り入れるかについて、いくつかの実施例を紹介し
ていく。この講習では、音に対する感性を育てるということを
重視したワークショップをおこなう。必要となる準備などの条
件も含めて、受講者は各学校で実施可能な方法を提案す
る。受講者は生活科で使用する教科書を講習に持参するよ
うにしてください。

青柳　孝洋（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504774号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】市場経済の働きと政府の
役割

講習では、具体的な事例を用いて、市場経済の機能と限
界、それを補完する政府の役割について解説する。また、講
師が、大学での講義中に行った市場メカニズムに関する実
験（実験経済学と呼ばれる分野で用いられる、受講生を売り
手と買い手に分けて実施する実験）の方法や結果を紹介
し、教育の現場で市場経済の機能を学習する方法について
も考察する。

原田　峻平（教育学部　助教） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校教諭（社
会）・高等学校教

諭（公民）
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504775号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】中・高等学校理科の理論
と授業づくり

学習指導要領は，諸外国の理科教育の動向を踏まえ，わが
国の生徒の実態を考慮して作成されています。本講習で
は，諸外国の新しい動向について理解するとともに，理科で
育成すべき資質・能力について理解することで，理科教育で
何が求められているかについて理解します。そして，質の高
い授業を展開するために，科学的に探究する授業を構築す
るための視点について理解し，学習指導案の作成を通し
て，教師の授業力の向上を目指します。

内海　志典（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校教諭（理
科）・高等学校教

諭（理科）
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504776号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】映像メディアを通して見る
英語とその授業への活用法

英文法や欧米文化に関するトピックを、英語学関連の資料
と映像メディア（主に映画）を通して学び、視聴覚教材を用い
た英語授業のさまざまな形を考えます。また、日本語と英語
の比較を言語学を通しておこない、母語の知識を活かした
英語授業の方法も考えます。映像メディアには英語学習書
には無い実例も多いため、その点を活かした英語教材とし
ての授業への導入方法を考えます。

飯田　泰弘（教育学部　助教） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校教諭（英
語）・高等学校教

諭（英語）
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504777号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】特別支援教育入門

小･中･高の教諭で、特別支援教育の基礎（制度や障害の特
性）について学びたい人を受講対象とします。学習内容は、
特別支援教育制度、岐阜県が取り組んでいるインクルーシ
ブ教育、新子どもかがやきプラン、障害のある児童生徒の
教育支援の実際について、参加者と対話的に学修を深めて
いきます。

池谷　尚剛（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月20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 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504778号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】社会科・地理歴史科にお
ける教材の特性

教科の主たる教材である検定済教科書，検定のための申
請図書，および関連する視聴覚教材を主たる素材として，社
会科・地理歴史科における教材の特性を考察する。内容は
地理的分野を中心とする。

大関　泰宏（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月21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）

6,000円 15人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504779号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】組みひもと結び目の幾何
学

本講習では次のように，空間図形（組みひも，結び目）の分
類について考察する。
（１）日常生活に現れる組みひもや結び目を空間図形として
とらえ，その投影図がどのようになるかを考える。
（２）組みひもや結び目について，連続的な変形を認めた場
合の分類方法について考察する。
（３）組みひもや結び目を投影図を通して，場合の数や漸化
式等を用いて数量化し分類を行う。

田中　利史（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校教諭（数
学）・高等学校教

諭（数学）
6,000円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504780号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜大学
【選択】吃音の理解と教育現場に
おける支援【飛騨】

吃音とはことばが流暢に話せない言語障害である。気にし
ないでいれば治る、ゆっくり話してみたらなどが誤ったアドバ
イスであることを学び、教育現場での支援を考察する。

村瀬　忍（教育学部　教授） 岐阜県高山市 6時間 令和2年8月21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 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504781号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】参加体験型学習で遊びこ
むことをとらえ直す

①参加者同士が意見を交わし、経験交流する参加体験型
学習方法で、子どもの遊びを見直す。②遊ぶことと「遊びこ
む」ことの違いを共に再認識し、遊びの意義を総合的に再確
認する。③子どもが遊びこめる環境構成や言葉がけ、園の
条件を考える。

今村　光章（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504782号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】岐阜県方言の基礎ならび
に方言教材作成

新学習指導要領で重要性が増した方言について、岐阜県方
言を中心に学びます。岐阜方言は、東の方言であるのか西
の方言であるのかなど、日本語の中での位置づけから、個
別の語彙の歴史やアクセントの体系などを学んだ上で、各
地の方言教材を作成してそれを評価します。

山田　敏弘（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月22日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（国語）

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504783号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】「大人になること」を支える
学びと経験－社会条件設備と教
育の課題

雇用の不安定化や社会保障の未整備・切り下げ、自己責
任・家族責任が強調される状況の下、社会から排除され貧
困・孤立状態に陥ってしまう若者も少なくありません。そう
いった実態もあるなかで、「大人になる」とはどういうことなの
か。若者たちを支える社会の仕組みや教育の課題はどこに
あるのか。安易な「べき論」や皮相な「現実主義」に陥ること
を避けつつ、教育現場でなしうることとその課題について、
受講者とともに考えます。

南出　吉祥（地域科学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504784号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】熱力学の初歩と伝熱実験

近年の地球環境問題を理解する上でエネルギーとは何であ
るかを知っておくことは必要不可欠であり、特に目に見えな
いエネルギー「熱」について正確に理解を深めておくことは
極めて重要です。そこで本講習では熱力学の初歩や環境と
エネルギーの関わりについて講義を行うとともに、簡単な伝
熱実験を通して「熱」について理解を深めます。

小林　信介（工学部　准教授）
須網　暁（工学部　助教）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月22日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（理

科）・高等学校教
諭（理科）

6,000円 10人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504785号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】アメリカ文学と「子ども」

本講習は、アメリカ文学において「子ども」が登場する作品
の読解を通して、アメリカ文学への理解を深めるとともに、自
身の教育活動につながる視点を見出すことを目的とします。
大人になること、多文化社会などをキーワードに作品を紹介
し、それらの特色を読み解きながら、教育活動への活かし方
についての意見交換を行います。

林　日佳理（教育学部　助教） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月23日 教諭
中学校教諭（英
語）・高等学校教

諭（英語）
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504786号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択】電気電子材料の基礎的
性質とデバイス応用

固体を電気的な性質をもとに分類すると、導体、半導体、絶
縁体(誘電体)に分類できる。特に、半導体及び誘電体は現
代のエレクトロニクス社会を支える重要な材料である。よっ
て、本講習会では半導体および誘電体の基礎的性質を学
び、実際にデバイスとしてどのように応用されているかを学
習する。

大和　英弘（工学部　准教授）
吉田　憲充（工学部　准教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月23日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（理科）

6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504787号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学 【選択】明治維新と日本の「近代」

本講習では、歴史学における論争を素材としつつ、明治維
新によって形成された日本の「近代」とは何だったのかを検
討してみようと思います。明治維新を経て作られた明治憲法
体制の特徴は、法律や制度が「富国強兵」の達成という一
点に向けて収斂していった点にあると考えられます。本講習
では、なぜそのような体制が選び取られたのかを、「世界史
のなかの明治維新」という視点を重視しつつ描き出してみよ
うと思います。

山本　公徳（地域科学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月23日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（社会
科）・高等学校教

諭（社会科）

6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504788号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜大学
【選択】新学習指導要領と知的障
害教育【中濃】

新特別支援学校学習指導要領における知的障害教育の基
本対応と，その教育実践の中心となる「教科等を合わせた
指導」の授業づくりにおいて大切にすることを，その歴史的
背景や理念ならびに授業実践を紹介しながら，検討します。

坂本　裕（教育学部　准教授）
岐阜県美濃加
茂市

6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円 39人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
10045-
504789号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】小学校理科基礎（光の性
質、電気・電流）

理科の指導を苦手とする小学校教諭を対象として、「光の性
質」と「電気・電流の働き、電気の利用」単元を実験を通して
学び、苦手意識の克服を目指す。「光の性質」では、直進
性、反射、屈折などの光の基本的な性質を中心として、ピン
ホールカメラや球レンズを使った顕微鏡を作製する。「電気・
電流の働き、電気の利用」では、回路の基本、手回し発電
機、コンデンサ、発光ダイオードなどのしくみなどを実験中心
に学習する。

岩山　勉（教育学部教授）
児玉　康一（教育学部教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月9日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504364号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学 【選択】日頃体育の授業づくり

日頃体育の授業づくりについて、実技（午前）と講義（午後）
を行う。
　１．日頃体育の授業づくり実技編（運動課題の設定と指導
法）
　２．日頃体育の授業づくり講義編（運動課題の整理と創
出）
　【持ち物】体育館シューズ・運動できる服装

鈴木　一成（教育学部准教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月17日 教諭
幼稚園教諭，小

学校教諭
6,000円 30人

令和2年3月21日～
令和2年5月4日

令02-
10049-
504365号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】イオン化傾向・酸化還元と 
高分子化合物の合成および性質

（日野）
金ナノ粒子の合成を金イオンの還元法により行う。続いて、
化学の発展のきっかけとなった錬金術を、酸化還元反応の
一種である電気分解を利用した簡単な実験で体験してもら
う。
（長）
様々な高分子化合物を合成し、高分子化合物が低分子物
質とは異なった特徴的な性質を持っていることを確認する。

日野　和之（教育学部准教授）
長　昌史（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504366号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】算数科における計算指導
の基本

　算数科の計算指導において，指導内容の系統を把握し，
その有効な指導を考えるためには，幾つかの基本的な考え
方を具体的な指導の文脈で理解できることが重要になる。
本講習では，全国学力・学習状況調査の傾向と結果を概観
することから始め，教科書紙面を見ながら，指導内容の系
統を押さえると共に，計算指導における基本的な考え方や
計算指導の在り方について，具体的に理解できるようにす
る。

山田　篤史（教育学部教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小学校教諭（算

数指導を苦手とし
ている人向け）

6,000円 50人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504367号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】Scratchで算数・数学・プロ
グラミング

本講座では既に様々な小学校で導入が行われている、マサ
チューセッツ工科大学で開発された子供用プログラミング環
境Scratchの入門講義を行います。全くのプログラミング初
心者が講義終了時には算数・数学の教材やゲームを自力
で作成できるようになることを目指す体験的な講習です。し
たがって遊びから学んでいく子どものように「試行錯誤から
身につけていく学びの態度」が本講習で問われるでしょう。

橋本　行洋（教育学部准教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
（数学科）教諭

6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504368号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】国語科書写における知識
と実技指導

小・中学校国語科書写の指導に必要な基礎的な知識の習
得と実技能力の向上を主目的とする。
①文字の特質と書写教育（国語表記の特質，書写教育の役
割，文字に関する用語など）
②書写指導上の諸問題（教育漢字の筆順，字形・字体，許
容など）
③新学習指導要領における書写の指導内容（筆圧，筆脈，
文字列，文字群，筆記具の選択など）
④書写指導における実技指導

衣川　彰人（教育学部教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月17日 教諭
小学校教諭・中
学校(国語科)教

諭
6,000円 30人

令和2年3月21日～
令和2年5月4日

令02-
10049-
504369号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛知教育大学
【選択】運動指導法A（器械運動・
水泳）

午前に器械運動、午後に水泳の実技講習を行う。各種目そ
れぞれ基礎的技能の習得活動を通して、安全で効果的な指
導を理解する。
１.器械運動に「なじむ」ための運動
２.技の正しい技術
３.技のつながりと発展性
４.水の中が楽しいと思えるプログラム（水中遊戯）
５.泳ぐために最も必要な技術の習得（浮き身）
６.最も効率よくシンプルな泳ぎの習得（泳法）

上原　三十三（教育学部教授）
寺本　圭輔（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小学校，中学校
教諭（保健体育）

6,000円 40人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504370号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】理科の見方・考え方を働
かせて、主体的、対話的で深い
学びを実現する理科授業

新しく改訂された学習指導要領で求められる子どもの資質・
能力の育成について理科の見方・考え方を働かせて主体
的、対話的で深い学びを、理科授業で実践するための学習
方法や教材、活動を具体的な事例や体験を通して学びま
す。また、社会に開かれた教育課程を実現するために地域
や施設を活用した理科授業の展開、SDGsの導入などにつ
いても紹介していきます。高校理科にも対応していますが、
主に、小学校・中学校の教育内容や事例を中心に展開しま
す。

大鹿　聖公（教育学部教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小学校教諭，中
学校・高等学校

（理科）教諭
6,000円 50人

令和2年3月21日～
令和2年5月4日

令02-
10049-
504371号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】家庭科における家庭経営
の学び

この講習は、家庭科における家庭経営について学ぶもので
ある。家庭経営には、家族関係などの分野もあるが、ここで
は、主に生活経営・経済の分野について、いくつかのテーマ
を取り上げ、実習を取り入れながら講習を行う予定である。

関根　美貴（教育学部教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月10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
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504372号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】古典文学教材の基礎知
識と新知識

近年、学習指導要領の改訂により、国語科においては伝統
的な言語文化に関する学習が重視されるようになった。しか
しながら、教科書・指導書における解説には、誤りがあった
り旧説によったものがあったりする。それらの問題を指摘し
つつ、古典教育の新たな可能性について考えたい。具体的
には、竹取物語・徒然草・おくのほそ道を取り上げる。なお
内容は、昨年度実施したものとほぼ同じである。

有働　裕（教育学部教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校教諭，中
学校・高等学校
（国語科）教諭

6,000円 50人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504373号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】外国にルーツをもつ子ど
も達への日本語教育

　外国にルーツをもつ子ども達に関わる様々な問題（社会的
情勢、言語能力、制度の変遷、受け入れ側が抱える問題な
ど）について講じる。日本語指導、教科指導の実践例や教
材等を紹介する。また、今後どのような取り組みが必要であ
るかを考察する。講習内容としては、全体として外国にルー
ツをもつ子ども達に関わる基礎的なことを取り上げる。

川口　直巳（教育学部准教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月8日 教諭

教諭（幼稚園、小
学校、中学校、高
等学校、幼保連
携型認定こども

園）

6,000円 50人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504374号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】球技論（戦術学習とは）・
子どもの健康と安全

球技論（戦術学習とは）では、実技と講義を行います。まず
は小学校１年生から大人までが楽しめる簡単なゲームを通
じて、戦術学習を体験してもらいます。その後、実際の体育
授業の映像などを見ながら、理解を深めていくという内容で
す。こどもの健康と安全では、前半は子どもの健康と深く関
わる運動と食事に関して、身体つくりや疲労回復に関する講
義を行います。後半は、いかにして子どもの肥満や熱中症
を予防するかという講義を行います。

鈴木　英樹（教育学部教授）
縄田　亮太（教育学部講師）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校教諭，中
学校（保健体育

科）教諭
6,000円 30人

令和2年3月21日～
令和2年5月4日

令02-
10049-
504375号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛知教育大学
【選択】教育現場におけるパソコ
ン実践活用法

　今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接してい
るが、多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用してい
ない。本講習では、近年のパソコンで可能となってきた最新
技術を紹介する。また、パソコン利用の中でもかなりの比重
を占めると思われるワープロに関しても、ワープロ本来の機
能を生かした利用がなされていない実態について詳説し、マ
イクロソフトワードを利用した演習を通してワープロ本来の
機能を知り、仕事の効率化に役立てると共に、パソコンをよ
り便利に実践的に活用できるようにする。

中西　宏文（教育学部教授）
松永　豊（教育学部教授）
福井　真二（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2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 50人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504376号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学 【選択】Excel実践活用法

教員現場においてパソコンは無くてはならないものとなって
おり、多くの教員が文書作成等にはワープロソフトを使うよう
になっている。しかし、成績処理や各種データの分析に表計
算ソフトを使いこなせる教員は、いまだ少数である。本講習
では、表計算ソフトであるMicrosoft Excel を使用し、簡単な
集計処理から始めて、グラフ作成・関数の利用まで、今後、
さまざまな場面で表計算ソフトを積極的に使うようになるた
めのきっかけとしての活用法について、演習を通して教授す
る。

中西　宏文（教育学部教授）
松永　豊（教育学部教授）
福井　真二（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月9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
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504377号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】小学校におけるプログラミ
ング教育

次期学習指導要領が公示され、小学校におけるプログラミ
ング必修化が確定した。本講座では、プログラミングの初心
者を対象に、小学校におけるプログラミング必修化の背景、
教育用プログラミング環境として広く用いられているscratch
を使ったプログラミング教育の実践の紹介、scratchを使った
プログラミングの演習をとおして、小学校においてプログラミ
ング教育を実践するために必要な基礎的能力の育成を図
る。

松永　豊（教育学部教授）
磯部　征尊（教育学部准教授）
齋藤　ひとみ（教育学部准教授）
梅田　恭子（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504378号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】Pythonによるプログラミン
グ入門

新学習指導要領におけるプログラミングの授業の高度化に
資することを目的として，Pythonによるプログラミングについ
て，初歩から講義と実習をする．Pythonは初心者が取り組
みやすいうえ，今日の社会において熟練者にも使われてい
るプログラミング言語であるので，学校教育に適している．
後に役立ててもらえるよう多くの技術的な話を扱うことにな
るが，修了試験ではその中でも基本的なことを問うことにす
る．受講者は，プログラミングを少しでもやったことがある方
が望ましい．

安本　太一（教育学部教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月8日 教諭

中学校(技術科)
教諭，高等学校
(情報科，工業

科，商業科)教諭

6,000円 20人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504379号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】光の性質・運動とエネル
ギー

この講座では，小・中学校理科の内，「光」と「運動・エネル
ギー」を扱う。「光の性質」では, 実際に簡易な光学系の製作
を通して，光とレンズの基本的な性質について学ぶ．
「運動とエネルギー」では、物理分野で最も基本となる「力
学」的な考え方を学び，身近な物理現象の一つである摩擦
現象について理解を深めてもらう。

三浦　浩治（教育学部教授）
幅　良統（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小学校教諭・中
学校(理科)教諭

6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504380号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】学校におけるアレルギー
対応

食物アレルギー等に備えて、アドレナリン自己注射薬（エピ
ペン(R)）を携行する児童生徒が増加している。アナフィラキ
シーショックは突然起き、緊急時の迅速な対応がその後の
運命を分ける。そのため全教職員が知識と情報を共有し、
緊急時対応にあたれるよう備えなければならない。本講座
は愛知教育大学・藤田医科大学で小児アレルギーを専門と
する講師により、全ての教職員を対象として、講義と実践形
式の緊急時対応トレーニングを行う。

岡本　陽（教育学部・准教授）
近藤　康人（藤田医科大学　医学部教授）
石原　慎（藤田医科大学　医学部教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2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

6,000円 40人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504381号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛知教育大学 【選択】諸子百家の世界

諸子百家は、代表的な散文として、漢文の教科書にも多く取
り上げられている。彼らは、社会制度や価値観が劇的に変
化した時代の渦中にあって、極端な理想主義と現実主義が
混在したユニークな思想を、多種多様な形式と修辞を用い
て主張した。本講義では、諸子百家の全体像を概観し、中
国の思想・文学におけるその位置づけや現代的な意義につ
いて解説する。あわせて、漢文教育の教材としての性質を
分析し、それに基づいた活用法について考える。

鈴木　達明（教育学部准教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月10日 教諭
中学校・高等学
校(国語科)教諭

6,000円 50人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504382号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学 【選択】３Dプリンターとものづくり

近年、3Dプリンターがものづくりの現場に導入され、大変注
目を集めている 。本講座では3Dプリンターの教育利用に関
心のあるすべての学校種の教諭対象に、今後学校や家庭
に普及が進む3Dプリンターについて、基礎から解説し 、3D
設計から造形物の出力までの体験的実習を行う。さらに、
3Dプリンター に関係する技術の教育について、実践事例及
び教材を紹介し、講師と受講者の間での議論を行い、今後
の展望について考察を深める。

本多　満正（教育学部教授）
北村　一浩（教育学部教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校(技術科)
教諭、工業高等

学校教諭
6,000円 30人

令和2年3月21日～
令和2年5月4日

令02-
10049-
504383号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】算数科授業における練り
上げの意味と取り入れ方

練り上げとは，算数科授業内で，多様な意見を取り上げ，集
団でよりよい考え方へと高めていく活動を指します。この講
義では，練り上げを行う理由や，何をどのように話し合わせ
ればよいのかということを説明します。その際に関連する研
究として，数学的コミュニケーション，問題解決，メタ認知を
取り上げ，それぞれの観点から練り上げについて説明して
いきます。また，具体的な場面について参加者の方々と議
論する時間をとります。

髙井　吾朗（教育学部講師） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月8日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504384号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】読み書きの発達とその指
導

　読み書きの発達は就学前から始まり、音韻意識・視覚認
知・手指の運動発達等の様々な要因が絡んでいます。読み
書きの発達の遅れは、特異的学習症のディスレクシアの子
どもだけでなく、特別支援教育の支援を受ける子どもたち全
般にみられ、自己肯定感が低くなる傾向にあります。
　本講習では、読み書き能力の発達過程と読み書きの認知
プロセス等を説明し、具体的な指導方法について理解を深
めることを目的として進めていきます。先生方の教育実践に
ついて共有する機会を作りたいと思います。

岩田　吉生（教育学部准教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月17日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭・
特別支援学校教

諭、養護教諭

6,000円 50人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504385号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学 【選択】幼児理解と幼児教育A

幼稚園や保育所、その他の施設を取り巻く今日的問題や課
題に焦点をあて、保育職にある者が直接的に子どもに還元
し得る知識として実感できるように、具体的で実際的な講義
を行う。本講習においては、幼稚園教育において育みたい
資質・能力に関する具体的な実践方法として、小学校との接
続の観点から学ぶことと、保育現場で求められる障害児教
育のあり方と子どものとらえについて具体的に学ぶことを主
軸におく。

新井　美保子（教育学部教授）
小川　英彦（教育学部教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月8日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504386号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学 【選択】幼児理解と幼児教育B

幼稚園や保育所、その他の施設を取り巻く今日的問題や課
題に焦点をあて、保育職にある者が直接的に子どもに還元
し得る知識として実感できるように、具体的で実際的な講義
を行う。本講習においては、幼稚園教育において育みたい
資質・能力に関する具体的な実践方法として、身体表現活
動および音楽表現活動を保育実践に生かすための理論や
方法について実技を通して考えることを主軸におく。

鈴木　裕子（教育学部教授）
麓　洋介（教育学部講師）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月9日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504387号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/
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愛知教育大学 【選択】幼児理解と幼児教育C

幼稚園や保育所、その他の施設を取り巻く今日的問題や課
題に焦点をあて、保育職にある者が直接的に子どもに還元
し得る知識として実感できるように、具体的で実際的な講義
を行う。本講習においては、幼稚園教育において育みたい
資質・能力に関する具体的な実践方法として、保育をする上
で求められるカウンセリングマインドについて実例をもとに
講義やディスカッションを行い考えていく内容と、造形表現
活動を保育実践に生かすための理論や方法について実技
を通して考えていく内容を含む。

樋口　一成（教育学部教授）
林　牧子（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月10日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504388号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】ここまで頑張ろう！リコー
ダーとピアノ初級

前半は、「これだけはできるようにしたい」という、歌の伴奏
に必要な基礎的なピアノの技術を習得します。取り上げる曲
は、小学校でよく歌われる歌とし、小学校1年生から6年生の
教科書の中から選びます。
後半は、「これだけはできるようにしたい」という、基礎的なリ
コーダーの演奏技術を習得します。ソプラノ・リコーダーを用
いた音楽ゲームを通じてタンギング、サミング、フィンガリン
グ等の基本技術を確認します。

新山王　政和（教育学部教授）
国府　華子（教育学部教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
（音楽科）教諭

6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504389号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】やってみよう！リコーダー
とピアノ応用発展

前半は、ピアノを用いた「うた」の伴奏について、応用的かつ
実践的な技術の習得と、指導の際の留意点を確認していた
だきます。取り上げる曲は、小学校や中学校で歌われる歌
やクラス合唱の曲から選びます。
後半は、ソプラノリコーダーを問題なく吹けるように練習し、
さらに受講生のレベルに応じてアルトリコーダーやテナーリ
コーダー、バスリコーダーも加えて、リコーダーアンサンブル
にも挑戦します。

新山王　政和（教育学部教授）
国府　華子（教育学部教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
（音楽科）教諭

6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504390号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】中学校の教員に対する音
楽科実技講習

「中学生を対象とした合唱指導の方法について」
前半は、中学生を対象とした合唱指導の方法や留意点につ
いて、実際の合唱曲を歌いながら確認していただきます。取
り上げる曲は、中学校でよく歌われる合唱曲から選びます。
「曲を作るプロセスの理解と技術の習得」
後半は、作曲法の知識や技術について再確認していただ
き、基本的な作曲技法やアレンジの方法などを習得してい
ただきます。なお、中学校音楽科と高等学校音楽科の一貫
性及び系統性を確認していただく観点から、中学校音楽科
教諭のみならず、高等学校音楽科教諭も対象とします。

橋本　剛（教育学部准教授）
金原　聡子（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校・高等学
校（音楽科）教諭

6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504391号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学 【選択】Excel実践活用法

教員現場においてパソコンは無くてはならないものとなって
おり、多くの教員が文書作成等にはワープロソフトを使うよう
になっている。しかし、成績処理や各種データの分析に表計
算ソフトを使いこなせる教員は、いまだ少数である。本講習
では、表計算ソフトであるMicrosoft Excel を使用し、簡単な
集計処理から始めて、グラフ作成・関数の利用まで、今後、
さまざまな場面で表計算ソフトを積極的に使うようになるた
めのきっかけとしての活用法について、演習を通して教授す
る。

中西　宏文（教育学部教授）
松永　豊（教育学部教授）
福井　真二（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月15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
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504392号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛知教育大学 【選択】Excel実践活用法

教員現場においてパソコンは無くてはならないものとなって
おり、多くの教員が文書作成等にはワープロソフトを使うよう
になっている。しかし、成績処理や各種データの分析に表計
算ソフトを使いこなせる教員は、いまだ少数である。本講習
では、表計算ソフトであるMicrosoft Excel を使用し、簡単な
集計処理から始めて、グラフ作成・関数の利用まで、今後、
さまざまな場面で表計算ソフトを積極的に使うようになるた
めのきっかけとしての活用法について、演習を通して教授す
る。

中西　宏文（教育学部教授）
松永　豊（教育学部教授）
福井　真二（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月18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
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504393号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学 【選択】Excel実践活用法

教員現場においてパソコンは無くてはならないものとなって
おり、多くの教員が文書作成等にはワープロソフトを使うよう
になっている。しかし、成績処理や各種データの分析に表計
算ソフトを使いこなせる教員は、いまだ少数である。本講習
では、表計算ソフトであるMicrosoft Excel を使用し、簡単な
集計処理から始めて、グラフ作成・関数の利用まで、今後、
さまざまな場面で表計算ソフトを積極的に使うようになるた
めのきっかけとしての活用法について、演習を通して教授す
る。

中西　宏文（教育学部教授）
松永　豊（教育学部教授）
福井　真二（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月20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
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504394号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】教育現場におけるパソコ
ン実践活用法

　今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接してい
るが、多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用してい
ない。本講習では、近年のパソコンで可能となってきた最新
技術を紹介する。また、パソコン利用の中でもかなりの比重
を占めると思われるワープロに関しても、ワープロ本来の機
能を生かした利用がなされていない実態について詳説し、マ
イクロソフトワードを利用した演習を通してワープロ本来の
機能を知り、仕事の効率化に役立てると共に、パソコンをよ
り便利に実践的に活用できるようにする。

中西　宏文（教育学部教授）
松永　豊（教育学部教授）
福井　真二（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2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

6,000円 50人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504395号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】教育現場におけるパソコ
ン実践活用法

　今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接してい
るが、多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用してい
ない。本講習では、近年のパソコンで可能となってきた最新
技術を紹介する。また、パソコン利用の中でもかなりの比重
を占めると思われるワープロに関しても、ワープロ本来の機
能を生かした利用がなされていない実態について詳説し、マ
イクロソフトワードを利用した演習を通してワープロ本来の
機能を知り、仕事の効率化に役立てると共に、パソコンをよ
り便利に実践的に活用できるようにする。

中西　宏文（教育学部教授）
松永　豊（教育学部教授）
福井　真二（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月14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
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504396号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】教育現場におけるパソコ
ン実践活用法

　今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接してい
るが、多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用してい
ない。本講習では、近年のパソコンで可能となってきた最新
技術を紹介する。また、パソコン利用の中でもかなりの比重
を占めると思われるワープロに関しても、ワープロ本来の機
能を生かした利用がなされていない実態について詳説し、マ
イクロソフトワードを利用した演習を通してワープロ本来の
機能を知り、仕事の効率化に役立てると共に、パソコンをよ
り便利に実践的に活用できるようにする。

中西　宏文（教育学部教授）
松永　豊（教育学部教授）
福井　真二（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月17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 25人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504397号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛知教育大学
【選択】教育現場におけるパソコ
ン実践活用法

　今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接してい
るが、多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用してい
ない。本講習では、近年のパソコンで可能となってきた最新
技術を紹介する。また、パソコン利用の中でもかなりの比重
を占めると思われるワープロに関しても、ワープロ本来の機
能を生かした利用がなされていない実態について詳説し、マ
イクロソフトワードを利用した演習を通してワープロ本来の
機能を知り、仕事の効率化に役立てると共に、パソコンをよ
り便利に実践的に活用できるようにする。

中西　宏文（教育学部教授）
松永　豊（教育学部教授）
福井　真二（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月19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
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504398号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】数学教育におけるICT利
用

中学校・高等学校の数学におけるテクノロジー利用に関し
て，次の点に焦点を当て，模擬授業的なスタンスを取り入れ
て行う。
・使う環境は，電子黒板・プロジェクタのみ / グループに1台
のタブレットpc / 一人1台のpc など複数のケースを想定す
る。
・使うソフトは，ツール型ソフト(動的幾何ソフト(GC,Geogebra
など)), 関数グラフソフト(Grapesなど), 表計算ソフト(Excelな
ど), 数式処理・プログラミング(mathematica, Pythonなど)

飯島　康之（教育学部教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月9日 教諭
中学校・高等学
校（数学科）教諭

6,000円 50人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504399号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】算数を教えるのが楽しくな
る術

算数科の「数と計算」のなかで、乗法の意味と計算、分数の
意味と計算を中心にして、教材研究や指導のありかたにつ
いてお話しする。乗法の意味や除法，小数や分数につい
て，児童の誤りやその指導について具体例を示す。そして，
算数・数学を教えるのが楽しくなるような知恵と術をお話しす
る。算数の話題であるものの，分数など数学の基礎に関心
のある，中学校数学教諭も参考になる。

佐々木　徹郎（教育学部教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月17日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 60人

令和2年3月21日～
令和2年5月4日

令02-
10049-
504400号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】立体（彫刻）領域の実技
指導について

本講習は、小学校においては図画工作科の立体領域、中
学校・高等学校においては美術科の彫刻領域にあたりま
す。当該領域の構成要素や指導の実際についての理論的
な講義に加え、造形的技術の向上を目的とした粘土による
造形実習を行います。

永江　智尚（教育学部准教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小学校教諭，中
学校・高等学校
（美術科）教諭

6,000円 35人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504401号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】京都の文化と光悦・宗達・
光琳

図画工作や美術における「鑑賞」は、学年進行に伴い作品
を「感じる」ことから「理解する」ことへと移行し、高等学校で
は作品を通して文化を理解することが目指されている。ま
た、社会科（日本史）にも文化史が含まれている。本講習で
は、「琳派」を代表する本阿弥光悦、宗達、尾形光琳を取り
上げ、彼らの制作した書や工芸、絵画を紹介するとともに、
作品が制作された時代の社会や文化との関わりについて考
察する。

安田　篤生（教育学部教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学
校(美術科・社会

科)教諭
6,000円 50人

令和2年3月21日～
令和2年5月4日

令02-
10049-
504402号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】美術鑑賞教育に向けて作
品の理解を深める

美術鑑賞教育は、子どもに美術作品を見せて何かを感じさ
せるだけという方法では、興味を持たせられないこともある。
作品の意味や背景を適切に解説することにより、作品への
理解が深まり、興味を感じさせることができる。
この講座では、ルネサンスから近代までの有名な画家や作
品を取り上げ、社会科や英語など他教科の学習とも関連づ
けながら解説して、美術鑑賞教育のより良い指導に向けて、
教員が美術作品の理解を深めるきっかけにしたい。

浅野　和生（教育学部特別教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月14日 教諭 全教諭 6,000円 50人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504403号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛知教育大学 【選択】発達障害の理解と支援

本講習では、最新の研究知見並びに支援の実践事例を通
して、発達障害児支援のためのアセスメント、発達障害児支
援の実際、インクルーシブ教育と合理的配慮、障害者差別
解消法への対応等をテーマとして取り上げ、発達障害の心
理と教育・支援について解説し、発達障害の特性に応じた
支援のあり方について検討することを目的とする。

吉岡　恒生（教育学部教授）
飯塚　一裕（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月8日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
（特別支援学級

教諭），特別支援
学校教諭，養護

教諭

6,000円 50人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504404号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】微生物教材を用いた観察
と実験法

愛知県の学校周辺で入手できる比較的身近な微生物や愛
知教育大学で配布している微生物について、基本的な観察
方法を確認すると同時に、種々の実験を通して、微生物の
体のしくみや多様性、生態系等に関する理解を深め、校外
活動や授業等で活用できる知識及び経験の修得を目指す。

上野　裕則（教育学部准教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

（理科）教諭
6,000円 30人

令和2年3月21日～
令和2年5月4日

令02-
10049-
504405号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】理科・地学分野の教材開
発（防災教育に向けて）

初等中等教育の理科における主として「地学」の領域で扱
われる内容のうち地震・津波領域を題材とした防災教育に
ついて、大学時代に地学を専攻としなかった教員をも対象と
して、学習項目について解説する。前半は日本の災害全般
について概観するとともに、教科内容学的な立場から最近
の自然科学的な知見をも解説する。さらに、後半はこれら学
習項目の効果的な理解に向けた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解説す
る。

戸倉　則正（教育学部特別准教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校・中学校・
高等学校（理科）

教諭
6,000円 20人

令和2年3月21日～
令和2年5月4日

令02-
10049-
504406号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】教育に求められる福祉の
視点

現代の子どもの問題は，さまざまな生活課題が複雑に重な
り合って生じている。教育現場では，さまざまな視点から課
題解決に向けたアプローチを行っていくことが求められてい
る。本講座では，子どもの取り巻く環境に焦点をあてる福祉
の専門性を提示し，模擬ケースの検討をつうじて日々の実
践への応用を検討していく。さらに，近年，配置がすすめら
れているスクールソーシャルワーカーの専門性および活用
方法についても紹介する。

佐野　真紀（教育学部准教授）
岩山　絵理（教育学部助教）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月18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 40人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504407号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】記者体験から考える「アク
ティブ・ラーニング」

新しい学習指導要領の柱となる「主体的な学び」は、自ら問
題を立て、さまざまな情報を踏まえて解決方法を探る学びで
す。この講習では、人物を取材し、記事にまとめる模擬新聞
記者体験を通じて、「主体的・対話的で深い学び」について
考えます。当日は、平和学習の講演で全国的に著名な石岡
史子さんにインタビューし，記者の指導の下でまとめます。

土屋　武志（教育学部教授）
石岡　史子（教育学部非常勤講師）
岩下　理花（教育学部非常勤講師）
梅田　恭子（教育学部准教授）
西尾　圭一郎（教育学部講師）
富山　祥瑞（教育学部教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月18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 60人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504408号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】取材して、ミニ新聞作りに
チャレンジ

現代はさまざまなメディアがあふれています。子どもたちに
「情報」との向き合い方を指導することが大切になっていま
す。この講習では、記事を書き、ミニ新聞を作ることで子ども
たちに「情報」とのつき合い方を学ばせるミニ新聞作りを考え
ます。当日は、ホスピタルクラウンとして著名な大棟耕介さ
んを取材して、記事と写真１点程度の模擬ミニ新聞を作って
みます。この講習は、学級新聞や通信作りに役立ちます。

大棟　耕介（教育学部非常勤講師）
岩下　理花（教育学部非常勤講師）
富山　祥瑞（教育学部教授）
梅田　恭子（教育学部准教授）
西尾　圭一郎（教育学部講師）
土屋　武志（教育学部教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月17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 60人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504409号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学 【選択】生かそう「教育に新聞を」

学習指導要領では、言語活動の充実を図り、読解力を育て
る学習として新聞の活用が推奨されています。新聞は多様
な使い方ができ、社会などの教科だけでなく、道徳、学級活
動などさまざまな学習に役立てることができます。この講習
では、新聞記事を使ってコメントをまとめ、児童・生徒に自分
の主張を持たせる「新聞切り抜き作品」づくりを中心に、新聞
の活用法を考えます。

岩下　理花（教育学部非常勤講師）
梅田　恭子（教育学部准教授）
西尾　圭一郎（教育学部准教授）
土屋　武志（教育学部教授）
富山　祥瑞（教育学部教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月20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 60人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504410号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛知教育大学 【選択】私たちの暮らしと電気

電気は、私たちの暮らしになくてはならない大切なもので
す。それはどのようにつくられ届けられているのでしょうか。
発電から送電に携わる人々は、どのような仕事をしているで
しょうか。この講習では、環境教育やキャリア教育などの視
点から、愛知教育大学と中部電力と共同で開発した教材や
出前講座をもとに「暮らしと電気」について考えます。また、
理科、社会、技術・家庭などの教科をはじめ学校でのエネル
ギー教育の効果的な進め方も検討します。

土屋　武志（教育学部教授）
本多　満正（教育学部教授）
磯部　征尊（教育学部准教授）
江島　徹郎（教育学部教授）
阿部　亮吾（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円 40人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504411号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】Stories and Storytelling in 
Education

This one-day workshop will look at how stories can be used 
in the English classroom. Participants will be asked to read 
picture books to the class, plan and perform an example of 
Reader’s Theater, share personal anecdotes, and read and 
contrast some folktales and fairytales.

ヴェネマ　ジェームス（教育学部准教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校・中学校
（英語科）教諭

6,000円 20人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504412号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】スクールカーストをめぐっ
て

スクールカーストに関する映像教材を視聴し、教室内にその
ような関係が成立した場合にどのような問題が起きると考え
うるか、またそれに対してどのように対処しうるかについて、
まず全体でそれぞれの経験などから話し合う。その後グ
ループで起きうる問題について考察、討論し、可能な対処に
ついてプレゼンテーションを行う。

中筋　由紀子（教育学部教授） 愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月14日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504413号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】Gender and diversity in 
education in the U.K.

堀内: (午前) 英国で70年代から議論されてきた「教育のなか
の性差別」への取り組みがみてとれます。講座では、英国で
取り組まれたジェンダー平等教育を、とくに理系科目を女子
生徒に親しみやすいものにするため実践されたGirls Into 
Science and Technology プロジェクトを中心に考察します。
ロビンズ: (午後) In this session, I introduce the 
experience of the United Kingdom over the last 50 years as 

multicultural education has developed.

ロビンズ　アントニー（教育学部教授）
堀内　真由美（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月9日 教諭
中学校・高等学
校（英語科）教諭

6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504414号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】小学校外国語活動と英語
教育の指導と評価

2020年度から本格実施される小学校英語教育について、学
習指導要領を踏まえ「主体的対話的で深い学び」の視点か
ら、子どもの外国語教育理論に基づいた指導法の実際を、
文部科学省検定済み教科書、及び、文部科学省配布教材
を用いて行なう。また、評価について、「知識・技能（４技能５
領域）」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態
度」における具体的な評価方法について検討する。
なお、学習指導要領では、「第２教育課程の編成」におい
て、教科横断的な視野に立った資質・能力の育成が掲げら
れていることから、全教諭を対象とする

高橋　美由紀（大学院　教職実践研究科　教
授）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月20日 教諭 全教諭 6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504415号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学
【選択】ICT支援員と小学校プログ
ラミング

チーム学校に向けて、ICT支援員と協力してICTを活用した
授業を作り上げます。具体的には小学校のプログラミングを
扱います。初心者は基本的なことから、できる方はより良い
授業の展開を、実際にプログラム(Scratchを予定)を作成す
る実践を通して学びます。対象は、小学校の先生の他、興
味をお持ちの隣接校種の先生とします。なお、無線または有
線LANの機能を持つノートパソコンやタブレット等をお持ちく
ださい。

江島　徹郎（教育学部教授）
大江　香織（教育学部非常勤講師）

愛知県刈谷市 6時間 令和2年8月20日 教諭

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）

6,000円 30人
令和2年3月21日～

令和2年5月4日

令02-
10049-
504416号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

三重大学
【選択】日常生活と社会科学を結
ぶアクティブラーニング実践

文科系の大学に進学したいが、何を学びたいかわからない
という生徒に対して実践するアクティブラーニングのワーク
ショップ。日常生活の中から法則性を発見し、それを説明・
解釈し、応用に結びつけるグループ学習を行わせることを通
して、身近な現象が社会科学との接点を探り、社会科学を
学ぶことの意義に気づかせる教育実践を紹介する。受講生
は、実際に体験することを通して、高等学校における総合学
習型授業の可能性を議論する。

中川　正（人文学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月13日 教諭 高等学校教諭 6,000円 24人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506523号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】日本語教育学入門～年
少者への指導を中心に

日本語を母語としない児童生徒への支援が求められてい
る。本講習では、日本語指導が必要な児童生徒の背景、日
本語指導における現状と課題を理解することを目的とする。
また、現場での実践につなげられるよう、実際に教授法を体
験する。講習内容は次の3点である。①日本語教育の基礎
知識に関する講義、②日本語教育の視点から小学校国語
教材を分析する活動、③学校教育における日本語支援およ
び多文化共生の在り方についての議論

服部　明子（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年6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

諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506524号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】数と図形の話

数と図形の関係に付いて、歴史的説明も加えながら、学ぶ。
小学校から学んで来た記号についての学習に加え算数数
学の考え方を、対話形式で学習し、時間の範囲で現代の問
題にも触れる予定である。

新田　貴士（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月13日 教諭

小学校・中学校
（数学）・高等学
校（数学）・特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506525号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】小学校音楽科の授業づく
り

小学校音楽科の授業づくりについて、その基本的な考え方
を理解し、授業をつくる力を身につけることを目標とする。と
りわけ、小学校音楽科の授業づくりにおける３つの授業構成
法を中心に講義を行う。また、教師の教授行為と学習活動
の工夫という点についても触れる。さらに、教育現場から要
望の多い鑑賞、音楽づくりを中心にした具体的な指導のポ
イントについても触れる。

川村　有美（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月13日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506526号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】コンピューター（Mac）によ
る配色デザイン

コンピューター（Mac）を活用した配色デザインの演習。
配色を行うために必要な基本的な色彩学のレクチャー及
び、用途に応じた配色の基本的な考え方を学び、絵の具で
はなく何度でもシミュレーションを行えるPCを使うことで配色
の演習を行う。

岡田　博明（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月13日 教諭
小学校・中学校

（美術）教諭
6,000円 10人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506527号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】体育における「主体的・対
話的で深い学び」のデザイン

運動実践を通して身体で感じる気づきを手がかりとしなが
ら、いつの間にかそういうものだと思い込んで取り組んでい
る自らの体育授業の見方・考え方を浮き彫りにしていきま
す。あわせて、新学習指導要領で示された「主体的・対話的
で深い学び」の視点から（例えば、「学びの三位一体論」「協
同的学び」「真正な学び」「ジャンプの課題」「聴き合う関係づ
くり」など）、小学校体育の学びのデザインの行い方につい
て学びます。

岡野　昇（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月13日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506528号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】最適設計を取り入れたも
のづくり教材

幼小中高特支、全校種においてものづくり教育を考える必
要性や海外の教育事情について講義するとともに、社会に
開かれた教育課程を実現するカリキュラムマネジメントを支
援する方法を提示し、発達に合わせたものづくり教材を、製
作実習を通して学びます。

松本　金矢（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月13日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援教

諭

6,000円 10人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506529号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】幼稚園・保育園における
保育相談の現状とその対応につ
いて

乳幼児を持つ保護者への保育相談の現状を理解し、その解
決に向けて、保育者の果たすべき役割とその対応について
の知識や方法を学ぶことをねらいとしています。このことに
より、保育相談の基礎的知見と初期対応の方法が身につく
ことが期待されます。

須永　進（教育学部特任教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月13日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 12人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506530号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html
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令和２年度(第２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

三重大学
【選択】"ビオトープ" は野生生物
の生息空間とはいうものの・・・

"ビオトープ"は、生物群集という概念を提唱したドイツの動
物学者が動植物の生物共同体の生息場所という意味で使
い始めたといわれている。生物の生息環境を意味する生物
学の用語であり、「有機的に結びついた生物群。生物社会
の生息空間」という概念に落ち着いている。
本講習では、「ドイツ生まれの "ビオトープ"、日本で理解・実
践されている "ビオトープ"」について理解を深め、とくに「学
校ビオトープ」のあり方についての認識を確認する。なお、
環境教育に係わる内容も含むため、教科の特定はしない。

成岡　市（生物資源学研究科教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月13日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506531号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】算数のおもちゃと教具づく
り

算数科の授業に欠かせないものの一つに、「教具」がありま
す。教具を使えば、児童の数学的活動を引出しながら、重
要な算数概念にせまることができるからです。
本講義では、児童が算数の楽しさを体感できるような算数の
おもちゃ・教具を紹介し、その作成と実践を行います。

田中　伸明（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 16人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506532号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】鑑賞教育（美術）

学習指導要領の改訂によって、中学校・高等学校の美術教
育における鑑賞教育の重要性が以前にも増して高まってき
ている。そこで、この講習では、日本美術を対象として取り
上げ、美術作品の鑑賞および教育の方法について検討する
とともに、日本の美術や伝統と文化に対する理解を深め、美
術を通した国際理解を深める方法についても考察する。

山口　泰弘（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月21日 教諭
中学校（美術）・
高等学校（美術）

教諭
6,000円 9人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506533号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】学びの基盤を育む運動
（遊び）

社会や家庭環境の変化も伴って、学校や園において学習面
や行動面で課題を持つ子どもが増えてきている。この課題
に対して、認知的な側面からのアプローチだけでは解決が
難しいため、身体的な側面からのアプローチを考える。その
際、単なるトレーニングとして運動を扱うのではなく、運動の
文化的な価値との関連から、運動（遊び）に対して夢中に
なって参加する中で、結果として学習の基盤となる能力を育
むことのできる活動内容や展開について実技を通して考え
る。

加納　岳拓（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月21日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506534号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】発明入門

国の施策として著作権や特許権といった知財創造教育が推
進されている。本講習では，発明体験を中心に創造・ものづ
くり・知的財産・起業家教育を連携させて楽しみながら提供
するヒントを提供する。知的財産権の知識は，それを教える
ためにも，また学校現場の業務において適切に知的財産を
取り扱うためにも求められる。これら両面の知識と対応方法
を提供する。

松岡　守（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月21日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 12人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506535号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】米を科学する

普段の食事の食材としてもっとも身近な米を題材として調理
の意義について考える。米をご飯として食べることについて
栄養学・食品学・調理学の視点からアプローチし、科学的に
理解する。また、食材を家庭科の調理実習の材料としてだ
けでなく、科学的視点を持った教材開発につなげ，その方法
について理解する。

磯部　由香（教育学部教授）
平島　円（教育学部教授）

三重県津市 6時間 令和2年6月21日 教諭

小学校・中学校
（家庭・理科）・高
等学校（家庭）教

諭

6,000円 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506536号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】バイオマスによる化石資
源代替

植物は二酸化炭素と水から合成される再生可能な有機資
源である。とりわけ森林は、地球上における莫大な蓄積量、
生産量より、化石資源に替わる次世代の物質資源としての
ポテンシャルを秘めている。本講習では、化石資源の資源
量、地球温暖化問題、マイクロプラスチック問題などの現状
を概説したのち、木材の成分や組織構造に関する基礎、現
在の木材の用途と木質バイオマス資源としての新たな利活
用について説明する。

野中　寛（生物資源学研究科教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月21日 教諭
小学校・中学校
（理科）・高等学
校（理科）教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506537号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html
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三重大学 【選択】古典文学と昔話

一寸法師や浦島太郎など、日本の昔話について、古典文学
の知見を用いて読解する。一寸法師はなぜ「一寸」なのか、
打ち出の小槌はどのように使うのか、浦島太郎の玉手箱の
中身は何か、乙姫様の素姓、などの不思議を解明して行く。
資料は配付します。

松本　昭彦（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月27日 教諭
中学校（国語）・
高等学校（国語）

教諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506538号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】清朝の統治構造と現代中
国

現代中国では、民族問題や国家の「分裂」・「統一」といった
言葉が、マスコミ報道でしばしばなされている。ここで言われ
ている「中国」「中国人」とは、一体何なのか。本講習では、
これについて歴史的に考えることで、現代の東アジア世界
に関する理解を深めることを目指します。

大坪　慶之（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月27日 教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地理・歴史）

教諭

6,000円 12人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506539号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】魅惑の数 「黄金比と円周
率」

最も美しい比率とされる黄金比は、彫刻や絵画だけでなく身
の回りにおける図形や自然現象などにも現れ、単なる比率
ではない様々な数的事象を含んでいる。また円周率πは、
円周と直径の比率であるが物理学や工学といった分野にも
出現し、古代ギリシャの時代から今日まで5千年以上にもわ
たって人類を魅了し続けている。本講習では、黄金比と円周
率の持つ魅惑を通して自然と数学との関わりや身近にある
数学を受講者と共に堪能したい。

玉城　政和（教育学部教授）
森山　貴之（教育学部准教授）

三重県津市 6時間 令和2年6月27日 教諭
中学校（数学）・
高等学校（数学）

教諭
6,000円 15人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506540号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】映像メディア表現（図工・
美術）

小学校図画工作科・中学校美術科・高等学校美術科の映像
メディア表現教材研究の先進的一領域として、3DCG（アニ
メーション）の基本的な制作実習を行う。3DCGの概念とそれ
を用いた表現成立の基本的なイメージの把握を目的とす
る。実習用機器には、準備の都合上MacOSコンピュータと
Art of Illusionを用いる。受講状況および作品の評価をもっ
て試験に代える。

上山　浩（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校・中学校
（美術）・高等学
校（美術）教諭

6,000円 12人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506541号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】学校教育におけるゴルフ
の取り上げ方と活動の工夫

「どこでも・だれとでも」、また「やさしく」をねらいに工夫され
たスナッグゴルフを手掛かりに、スナッグゴルフの基礎的技
能を身につけるとともに、学校におけるゴルフの学習の意義
を考えるとともに指導法を理解する。

鶴原　清志（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月27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 27人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506542号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】学習モティベーションの心
理学

人の（学びに対する）やる気・モティベーションはどのようなも
のか、また、それらに働きかけていくにはどうすればよいか
については、これまで心理学の研究において一定の知見が
蓄積されている。そして、これらは現実の教室場面において
も適用可能なものである。本講習では、特に、教室場面に
適用可能な内容に焦点を当てながら、（学びへの）モティ
ベーションに関する心理学的知見の紹介を行う。

中西　良文（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月27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 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506543号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】野菜を好きになってたくさ
ん食べよう

健康のために望ましい野菜摂取量は、１日あたり３５０ｇとさ
れています。ところが、三重県では男性が２６９ｇ、女性が２４
０ｇでともに全国４３位と野菜摂取量が少ない傾向がみられ
ます。（平成２８年国民健康・栄養調査）そこで、野菜のもつ
機能性を理解し、摂取量の少ない原因を探りながら、子ども
たちが正しい食の選択と、バランスのとれた健康的な食生
活を送ることをめざします。児童・生徒、保護者を対象とした
「スーパー食育スクール」の成果を踏まえながら、講習を行
います。なお、本講習は基礎的な内容のため栄養教諭は対
象としません。

齋藤　俊彰（非常勤講師） 三重県津市 6時間 令和2年6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 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506544号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html
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令和２年度(第２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

三重大学 【選択】書写指導の内容と実技

「文字を書くこと」への興味関心を引き出す役割を担う書写
指導の在り方を、講義と実技を通し、再認識することを目標
とする。講義では、国語科書写の指導内容や方向性、更に
「文字を書くこと」と他教科とのつながりについて理解を深め
る。実技では、毛筆による基本的技法を習得し、指導力向
上を目指す。具体的には、基本点画の書き方と共に、小中
学校教科書を中心に文字の整え方を取り上げる。

林　朝子（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月28日 教諭
小学校・中学校

（国語）教諭
6,000円 36人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506545号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】解析学を楽しむ ─ 級数，
積分の広がり ─

級数や積分の概念は，社会のあらゆる場面で用いられてお
り，それが現代社会に果たす役割は，たいへん大きいと言
えるだろう．本講習では，これらに潜む不思議さ，面白さ，そ
して難しさを，（理系の）高校卒業程度の知識で，受講者と
共に楽しみたい．

川向　洋之（教養教育院教授）
肥田野　久二男（教育学部教授）

三重県津市 6時間 令和2年6月28日 教諭
中学校（数学）・
高等学校（数学）

教諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506546号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】小中学校における教材生
物の取扱いと観察・実験

生物学の学習では、観察・実験が容易な生物を教材として
用いることが欠かせない。一方で、生物に抵抗のある児童・
生徒に対する配慮も必要となる。この講義では、「動物の誕
生」および「動物の体のしくみとはたらき」をどのように教える
か、教材生物の選択や、補助教材の工夫を含めて、観察・
実験法を紹介する。受講者には、生物学の学習の中で実物
をどのように扱うかを考えてもらいたい。なお、本講習は高
等学校生物における「課題学習」に関係する内容を含んで
いることから、高等学校理科教諭についても対象とする。

後藤　太一郎（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月28日 教諭
小学校・中学校
（理科）・高等学
校（理科）教諭

6,000円 16人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506547号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】図工・美術教育のための
素材演習/アクリル表現のバリ
エーション

図画工作・美術教育における基本的な絵画技法の確認と、
絵の具の組成や、特徴についてのレクチャーを行う。また、
新たな表現のバリエーションを広げることを目的として、アク
リル絵の具とメディウムを使用した実習を行う。アクリル樹脂
の特徴と効果を理解し、実際の指導でどのように反映させら
れるか考えてみる。

関　俊一（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月28日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校（美術）・
高等学校（美

術）・特別支援学
校教諭

6,000円 10人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506548号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】子どもの発達段階に即し
たものづくり教育の提案

本講習では、主に小学校で行われているものづくりを子ども
の発達の視点から捉え直すことで、子どものものづくりへの
関心・意欲を高め、継続的な知的発達を促すことを目的とし
ている。具体的には、低学年での手や簡単な道具を使った
遊び・生活道具的ものづくりから、中学年での既習の知識を
基に行う実験的ものづくり、さらには高学年での理数の原
理・法則を用いた工学的ものづくりなどを実際に行う。このこ
とのより、ものづくり教育を従来の教科の枠組みではなく、
子どもの発達の視点から捉え直すことができるようになる。

魚住　明生（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年6月28日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校（技術）教

諭
6,000円 12人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506549号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】戦国時代から江戸時代へ
の移り変わりをどう教えるのか

戦国時代から江戸時代への移り変わりをどう教えるのかを、
講習テーマとします。戦国大名が激突する戦国動乱が、信
長・秀吉によってどのように終息し、天下統一が実現したの
か。関ヶ原の戦いから大坂の陣を通して、江戸幕府と藩が
どのように創出されたのかについて、最新の研究成果をもと
にわかりやすく解説します。

藤田　達生（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月4日 教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地理歴史担

当）教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506550号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】美術教育の為の素材演
習/石膏レリーフ制作

美術教育における、レリーフ制作の可能性を実制作を通し
て考察する。石膏を素材に用いたレリーフ制作は技術的に
は比較的容易である為、どの学年の中学生にも無理なく授
業を行う事が出来る。物と空間の関係を認識することや、表
現における意外性の大切さを学ぶ。それを学年に合わせ
て、どのように変化させて、活用出来るのかを考えていく。ま
た、石膏の基本的な扱い方と、レリーフ作品の特質について
の解説も行う。

奥田　真澄（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校（美術）教

諭
6,000円 5人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506551号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html
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令和２年度(第２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

三重大学
【選択】英語史を通して現代英語
を学ぶ

本講習では、現代英語における不規則形や例外的な言語
項目について英語史の観点から解釈、説明することを試
み、現代英語に対する理解を深めることを目的とする。具体
的には、発音、綴り字、語彙、文法、意味などからできるだ
け多くの事例を取り上げ、変化の背後にあるメカニズムを受
講者とともに考えていく。事前に受講者から、日ごろ英語に
ついて感じている疑問点を提出してもらうことも予定してい
る。

西村　秀夫（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校（英語）・
高等学校（英語）

教諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506552号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】学習モティベーションの心
理学

人の（学びに対する）やる気・モティベーションはどのようなも
のか、また、それらに働きかけていくにはどうすればよいか
については、これまで心理学の研究において一定の知見が
蓄積されている。そして、これらは現実の教室場面において
も適用可能なものである。本講習では、特に、教室場面に
適用可能な内容に焦点を当てながら、（学びへの）モティ
ベーションに関する心理学的知見の紹介を行う。

中西　良文（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月4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 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506553号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】学校保健

園児、学童、生徒が、安全で健康的な学校生活を送ること
ができるよう、学校生活の場で遭遇する医学的課題につい
て学ぶことを本講習の目的とする。具体的には、以下の４専
門領域の講師が講義を行う。
1. 心臓性突然死とAED、2. アレルギー性疾患
3. 学校での感染症と対応、4. 発達障害等の発達上の問題

三谷　義英（医学部附属病院准教授（病院教
授））
菅　秀（独立行政法人国立病院機構三重病院
副院長）
長尾　みづほ（独立行政法人国立病院機構三
重病院アレルギー科医長）
山川　紀子（社会福祉法人三重県済生会明和
病院なでしこ施設長）

三重県津市 6時間 令和2年7月4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 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506554号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】子どもの発育発達・運動と
健康

現代の日本では仲間、空間、時間といった子ども達の運動
（遊び）に関わる要因が変化し、体力低下や生活習慣病の
顕在化、メンタルヘルスなど様々な問題が生じている。本講
習では子ども達の健康に関わる環境の変化や身体活動の
状況を概観するとともに、肥満ややせと病気との関わり、骨
密度の状態などを事例とし、発育期における運動実践の意
義について考える。また、体力向上を目指した豊かな実践を
行っていくためのグループワークを行う。

冨樫　健二（教養教育院教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月4日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、養
護教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506555号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】教育の諸相と児童・生徒
理解

教育心理学の理論に基づき教育の意義と重要性について
考察し、教育の諸相を心理学的に理解した上で、教員の児
童・生徒理解や動機づけの課題に焦点をあて、その視点・
方法・留意点等について検討する。このことを通して、現代
における教育実践上の諸問題に適切に対応していくための
教員の基本的姿勢や方略について考究する。

益川　優子（非常勤講師） 三重県津市 6時間 令和2年7月4日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506556号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】小中学校で使える地学教
材：体験を通して学ぶ活用

小学校・中学校理科の授業で使える地学分野（天文・地質）
の教材を実際に体験して活用方法を学ぶ。天文分野では学
校で使えるデジタルコンテンツの可能性について講義と実
習の両面から検討を行う。地質分野では三重県の地質概要
を説明し，わかりやすい堆積実験、授業で使える地層・化石
教材などを紹介する。

伊藤　信成（教育学部教授）
栗原　行人（教育学部教授）

三重県津市 6時間 令和2年7月5日 教諭
小学校・中学校

（理科）教諭
6,000円 24人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506557号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】学校・学級・家族の思い出
をまとめるフォトムービーの制作

講習参加者が、学校・学級・家族の思い出を、写真や絵（静
止画）を使って、２～３分程度のフォトムービー（ストーリー）
を作っていきます。制作者の音声を入れ、自分自身のことを
語ればデジタルストーリーテリングの作品も制作できます。
音声や音楽を入れる入れないは制作者の自由です。学校
園の卒業式、学年・学級・部活等の思い出ビデオ、家族のス
トーリー等、講習後使える手法を習得します。

須曽野　仁志（教育学研究科教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月5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 55人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506558号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

133 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

三重大学
【選択】学習用コンピュータを使用
したプログラミング教育の実践例

本講習を履修することにより、学習用コンピュータを使用した
プログラミング教育の実践に関する知識を習得することがで
きる。簡単な講義の後、学習用コンピュータを使った実習を2
種類行う。コンピュータで単にプログラムを動作させるだけで
なく、さまざまな周辺装置を接続することで、コンピュータ制
御された装置を作り上げる。これにより、単に画面の中だけ
で動作するのではなく、実世界の中で動作するコンピュータ
を使ったプログラミング教育の実践例を示す。

高瀬　治彦（工学研究科教授）
山村　直紀（工学研究科准教授）

三重県津市 6時間 令和2年7月5日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506559号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】論理トレーニング

本講習では論理を，狭義の数学的な記号論理学が扱う論
証の妥当性よりは広く，換言，例示，補足，理由・帰結など
の，文と文の接続関係と捉え，日本語の文章を読んでそれ
らの関係を適切に把握するトレーニング，それらの関係を適
切に表現して日本語の文章を書くトレーニングを行い，各校
種・教科の教諭の論理的な日本語運用能力の向上を目指
す。

秋元　ひろと（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月11日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 15人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506560号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】公民経済分野の基礎と要
点

消費、雇用、賃金など経済に関わる概念は私たちの生活に
とって最も身近で重要であるにも関わらず、学校では経済分
野の授業について十分な時間を確保することが難しいという
ことも少なくない。この講習では、公民の教科書で取り上げ
られる経済分野の基礎知識について、新聞・ニュースを使っ
て現実の経済の動きを意識しながら講義する。その他、生
徒にとってわかりやすく興味をもたせることができる事例を
皆で考え、そのアイデアの共有を目指す。

内田　秀昭（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月11日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（公民）

教諭
6,000円 15人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506561号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】わかる数学の授業を目指
して

正負の数と一次関数を例として、以下の2点について考えた
い。
・その単元では本来何を教えるのか
・生徒がどうしてわからなくなるのか、どうすれば分かり易く
なるのか
時間があれば、因数分解も取り上げる。

中西　正治（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月11日 教諭
中学校（数学）教

諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506562号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】理科の授業に役立つ科学
教育シミュレーション

無料で使える科学教育用のシミュレーション教材PhET
（フェット）を、小学校理科、中学校理科（第一分野）、高校物
理の授業に役立てる方法を紹介します。特に物理の力学・
電磁気学・熱力学分野に重点を置き、いくつかのシミュレー
タを実際に動作させて数値実験を体験します。また授業で
使えるワークシートも配布しますので、講習終了後には授業
での演示実験だけでなく、生徒のグループ学習等にPhETを
役立てることができるようになります。

國仲　寛人（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月11日 教諭
小学校・中学校
（理科）・高等学
校（物理）教諭

6,000円 14人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506563号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】「鑑賞教育」に求められる
もの

「鑑賞教育」は、“聴く”ことによっての学びに留まることなく、
音楽的能力を横断的に学ぶ要素も含まれると同時に、考え
る力、それを他者に伝えるための言語化する力、そして他者
の考えを受け入れることによる学習者間のコミュニケーショ
ン能力の養成にまで発展させることができる。本講習では、
新学習指導要領を踏まえつつ、鑑賞教材の一例から、「鑑
賞教育」の学習効果について作品成立の歴史的背景を含
め、ソルフェージュ、指揮をはじめとする指導者側の実技指
導能力の向上を目的とする講習を行う。

兼重　直文（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月11日 教諭
小学校・中学校
（音楽）・高等学
校（音楽）教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506564号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】バレーボールの指導法に
ついて

バレーボールはボール操作やコート空間の活用の問題、
チームとしてのプレイの構成と継続など指導上の問題も少
なくない。本講習は、実践を交えながら、小学校から中学校
への接続なども含めバレーボールの練習方法や指導方法
について検討する。

大隈　節子（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月11日 教諭
小学校・中学校
（保健体育）教諭

6,000円 24人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506565号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html
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令和２年度(第２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

三重大学
【選択】VBAによるプログラミング
入門

近年、プログラミング教育の必要性が高まっており、社会的
にも注目されている。本講習では、ある程度本格的にプログ
ラミングの基礎を理解することを目的として、マイクロソフト　
エクセル　VBA(Visual Basic for Applications)によるプログラ
ミングについての講習を行う。

萩原　克幸（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年7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

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506566号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】「教えない」授業を学ぶ～
能動的な協働学習を促すシナリ
オ教材の設計～

誰かに何かを教えるとき、まず興味を持ってもらわないと学
習への意欲が生じず、学習が成り立たないと考える「教える
技術」とその理論があります。「教える技術」は誰でも身につ
けることができ、「教えない」（一方向的講義をしない）授業の
実現も可能です。この講習では、自分が担当する授業を一
つを取り上げ、生徒（学習者）が興味を持ち、自ら意欲的に
取り組めるシナリオ教材の設計を通して、「教えない」授業
の実践方法を学びます。履修認定試験については筆記試
験で行い、講習の一部として自己評価及び相互評価行う予
定です。

宮下　伊吉（地域人材教育開発機構准教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月11日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 25人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506567号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】外国につながる児童のた
めの日本語指導－形容詞と動詞
を中心に－

本講習では、ますます増えつつある外国につながる児童の
ための日本語教育に役立つ形容詞と動詞の活用ルールに
ついて考えていきます。そして、①日本語の形容詞や動詞
の活用がうまくできない日本語学習者にとって紛らわしい形
容詞や動詞とは何か、②どのように日本語（形容詞や動詞
の活用）の訂正を行えばよいかを学びます。さらに、③市販
の日本語教科書や活動集・活動例を紹介し、日本語練習の
可能性について考えていきます。

松岡　知津子（地域人材教育開発機構准教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月11日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506568号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】政治教育の諸問題

新教科「公共」を開講するにあたり、今後必要とされるであろ
う政治教育のあり方を受講者とともに検討する。具体的に
は、従来の政治教育の問題点を整理したうえで、リテラ
シー・トレーニングとしての政治教育の望ましい枠組みにつ
いて考えていくことにする。「書く・読む・話す・聞く」といった
論理的自己表現能力の基礎を涵養しながら市民的素質を
向上させるための方途を、現場の教員の知見をもとに考え
てみたい。また、中学校・高等学校の連携の観点より、中学
校社会科教諭も対象とする。

馬原　潤二（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月19日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（公民）

教諭
6,000円 8人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506569号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】平方数の和

合同式は整数論においては基本的な学習内容である。合
同式から始めて、特に法と素な整数については、どの数もそ
の数による「割り算」が可能であることを示す。この事実のい
くつかの応用を示した後、これらをどんな自然数 n がふたつ
の平方数の和に表せるか、また何通りに表せるかという問
題に応用する。これはジオボード上の輪ゴムで作る正方形
で面積 n のものが存在するか、また存在するとき特定のピ
ンを通るものが何個あるかという問題と同じである。この応
用についても述べる。

露峰　茂明（教育学部特任教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月19日 教諭
中学校（数学）・
高等学校（数学）

教諭
6,000円 10人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506570号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】子どもを理解するための
教育現場におけるコミュニケー
ション

コミュニケーション力を高める機会が少ない状況で育った子
どもたちは、自分の思いを伝えることを苦手とする者も多
い。このような子どもの思いを理解するには、教諭のコミュニ
ケーション力が重要となる。本講習では、子どもたちを理解
するためのコミュニケーション力の向上を目的に、講義とグ
ループワークを組み合わせる。まず、自分たちの経験した場
面を振り返り、自分自身のコミュニケーションの特徴の理解
から始める。子どもに応じたコミュニケーションを多角的に検
討し、子どもの思いの理解と望ましい関わり方を考える内容
とする。

西出　りつ子（医学系研究科教授）
井村　香積（医学系研究科准教授）

三重県津市 6時間 令和2年7月19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 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506571号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html
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令和２年度(第２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

三重大学
【選択】野菜を好きになってたくさ
ん食べよう

健康のために望ましい野菜摂取量は、１日あたり３５０ｇとさ
れています。ところが、三重県では男性が２６９ｇ、女性が２４
０ｇでともに全国４３位と野菜摂取量が少ない傾向がみられ
ます。（平成２８年国民健康・栄養調査）そこで、野菜のもつ
機能性を理解し、摂取量の少ない原因を探りながら、子ども
たちが正しい食の選択と、バランスのとれた健康的な食生
活を送ることをめざします。児童・生徒、保護者を対象とした
「スーパー食育スクール」の成果を踏まえながら、講習を行
います。なお、本講習は基礎的な内容のため栄養教諭は対
象としません。

齋藤　俊彰（非常勤講師） 三重県津市 6時間 令和2年7月19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 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506572号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】外国につながる児童のた
めの日本語指導－形容詞と動詞
を中心に－

本講習では、ますます増えつつある外国につながる児童の
ための日本語教育に役立つ形容詞と動詞の活用ルールに
ついて考えていきます。そして、①日本語の形容詞や動詞
の活用がうまくできない日本語学習者にとって紛らわしい形
容詞や動詞とは何か、②どのように日本語（形容詞や動詞
の活用）の訂正を行えばよいかを学びます。さらに、③市販
の日本語教科書や活動集・活動例を紹介し、日本語練習の
可能性について考えていきます。

松岡　知津子（地域人材教育開発機構准教授） 三重県津市 6時間 令和2年7月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506573号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】財政の役割と財政状況

日本の財政状況に関心を持つか否かに関わらず、政府が
行う財政活動のツケは将来の日本を支える世代にまわる。
本講習では、日本の財政がいかなる状況にあるのかを把握
し、日本の財政のあり方について考えるための材料を提供
することを目的としている。そのために、政府の財政活動の
目的である、資源配分の調整、所得の再分配、景気の安定
化について解説する。それを踏まえ、日本の財政状況につ
いて関連する統計資料などを用いながら説明する。

川地　啓介（人文学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（公民）

教諭
6,000円 10人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506574号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】中学・高校の現代文定番
教材を読みなおす

中学校および高等学校の国語の教科書（現代文）に掲載さ
れている文学作品のうち、採録数の多い定番教材を取り上
げ、その内容を分析する。指導法が固定化してしまう傾向に
ある定番教材を文学研究の方法を導入して読みなおすこと
で、古典化した近代文学作品を現代で学ぶ意義について考
察する。

和田　崇（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校（国語）・
高等学校（国語）

教諭
6,000円 18人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506575号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】身近な植物観察と学校に
おけるその実践方法

自然に親しむ機会が減少している今日では、理科における
自然観察体験の重要性はますます高くなっています。この
講習では、おもに校庭でみられる身近な植物を対象とした
観察実習を行い、身近な自然についての理解を深めると同
時に、学校での効果的な実施方法について、具体的な事例
を挙げて紹介することを目的とします。

平山　大輔（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校・中学校

（理科）教諭
6,000円 18人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506576号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】幼児・児童の運動能力の
向上と発育発達

幼児・児童の体力・運動能力の向上と発育発達について運
動生理学およびバイオメカニクス的な観点から理解するとと
もに、幼児・児童の基本的な運動の動作様式を分析・検討
し、体育授業等における運動学習の在り方や、指導法につ
いて考える。簡単な実技研修を含む。

八木　規夫（教育学部特任教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月1日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 24人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506577号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】家庭科における「消費生
活・環境」の授業づくり

現代の消費生活の特徴を理解し、消費者教育の必要性を
考える。また消費者教育の概念、内容、方法、学習指導要
領における消費者教育のねらいを理解し、授業実践例や教
材を参考にしながら、家庭科における消費生活と環境に関
する学習の授業構想や教材の工夫ができるようになること
を目指す。

吉本　敏子（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校・中学校

(家庭）・高等学校
(家庭）教諭

6,000円 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506578号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

136 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

三重大学
【選択】これならできる簡単スク
ラッチプログラミング

講習参加者が、児童生徒になったつもりで画面上のネコを
動かすスクラッチプログラミングに取り組みます。まず、ネコ
に正方形、多角形、星形、オリンピックの五輪をどのように
描けばよいかを考え、命令を組み合わせ、簡単なプログラ
ムを作ります。また、音を鳴らす命令を学び、短いメロディを
鳴らせるようにします。特に、小中学校でどのようにプログラ
ミング学習を導入すればよいか、家庭内で子どもたちにプロ
グラミング力をどう習得したいかを学びたい教員向きの講習
です。また、高校生がスクラッチを使った実践例や、幼児が
幼稚園でスクラッチジュニア(Jr.iPad用)を使った実践例につ
いても紹介します。

須曽野　仁志（教育学研究科教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月1日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学

校教諭

6,000円 55人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506579号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】アクティブ・ラーニング　Ｔ
ＢＬ（Team-Based Learning）体験

TBL(Team-based Learning)は、医学教育ではPBLと並んで
現場に導入されつつある反転学習・グループ学習の要素を
含んだアクティブ・ラーニング形式の授業の１つです。教員
が学習項目を指定し主体的な学習を促します。本講習では
午前中、受講者は生徒として事前学習の上、医学・生物学
のＴＢＬ授業を体験します。午後はその体験を元に自分の教
科に応じた授業の計画を立てプレゼンや意見交換して頂き
ます。

太城　康良（教養教育院准教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月1日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
及び高等学校（英
語・数学・国語・
理科・社会・家
庭・技術・音楽・
保健体育・美術）
教諭、養護教諭

6,000円 24人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506580号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】音声の「見える化」を取り
入れた英語学習

「文字を見ればわかるのに、音だけだと何と言っているのか
わからない」という英語学習でよく耳にする悩みに向き合う
ために、本講習では、最新の音声研究に欠かせないパソコ
ンを用いた音声の「見える化」を体験し、わからない原因の
いくつかを突きとめます。音声分析ソフトを使ったことば遊び
から始め、日英語の音声面での違いを理論と実践によって
確認していきます。自分の声や録音済み英語音声を用いて
分析していくうちに、音声指導の際のワンポイント・アドバイ
スに活用できる知識を身につけることができます。

服部　範子（人文学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月20日 教諭

小学校（英語担
当）・中学校（英
語）・高等学校
（英語）教諭

6,000円 12人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506581号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】河川の自然と文化ー治水
に焦点をあててー

日本は、地殻変動が集中する変動帯であり、同時に多雨で
あるため、湿潤変動帯ともいうべき自然条件を持っている。
河川もその自然特性を反映し、洪水・土石流などの自然災
害をおこしやすい。一方でこの自然特性が、日本の自然に
多様性を与え、生活文化を形成してきたという側面を持つ。
本講座では安濃川のフィールドトリップで堤防など治水施設
の見学を行うと共に、講義で川にかかわる自然と文化を扱
う。

荻原　彰（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月20日 教諭

小学校・中学校
（理科・社会）・高
等学校（理科・社

会）教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506582号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】小学校の化学実験

小学校の化学分野における実験例をいくつか紹介いたしま
す。特に、化学実験を苦手とする小学校教諭の方を対象と
します。講習中には、実際にそれら実験を実践いただけるよ
う計画しています。本講習を通して、小学校での授業でどの
ような実験をすることが有効か考えます。また化学の授業を
行う際の学校現場での課題を共有して、その解決策につい
て考えます。

市川　俊輔（教育学部講師） 三重県津市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506583号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】音楽のしくみと表現

童謡や歌唱教材から西洋音楽における古典派やロマン派
などの器楽曲や管弦楽曲等を作曲的見地に基づき楽曲分
析する。それぞれの楽曲構造を読み解くことによって、それ
らの音楽に共通する文脈を再確認し、演奏表現の可能性に
ついても考えていく。また、数名ずつのグループに分かれ、
講習日当日に提示する課題曲をリコーダーや簡易打楽器等
の教材楽器による器楽合奏曲に編曲し、演奏発表する。

森川　孝太朗（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月20日 教諭

幼稚園・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 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506584号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html
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令和２年度(第２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

三重大学
【選択】乳幼児教育・保育におけ
る子ども理解と省察

乳幼児教育・保育における日々の実践を共に振り返り、子
ども理解を深めていく上での具体的な手立てを体験的に学
ぶ。具体的には、ショーンのリフレクション論やヴィジュアル・
ナラティブを紹介し、グループワーク等を通して実際に活用
する機会をもつ。また参加者自身のエピソード記録も用い、
具体的に省察を行う機会をもつ。

水津　幸恵（教育学部講師） 三重県津市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506585号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】英詩入門

言語には、伝達という本質的機能に加えて、その概念喚起
作用を駆使して言語芸術を創造していく機能もある。英米文
学の中核を支えてきた詩はその創造的機能に基づく暗示性
豊かな芸術テクストである。この講習では、英米の有名な詩
をいくつか紹介していく。具体的作品を味読し、英詩の魅力
に触れ、英語世界の広さに対する認識を深めることで英語
教員の資質向上を目的とする。

宮地　信弘（教育学部特任教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校（英語）・
高等学校（英語）

教諭
6,000円 15人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506586号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】建築における熱・音環境
と省エネルギー

人間が日々利用する建築物で消費されるエネルギーを抑制
するには、建築物の高断熱化や高効率機器の開発など
ハード面の対応に加えて、建物居住者（利用者）がそれらを
正しく選択・運用すること、すなわちソフト面での対応も極め
て重要である。そこで本講習では、快適な建築環境を実現し
ながら、そのエネルギー消費を抑制するために必要な熱・音
環境の基本的な物理現象を解説すると共に、現在の省エネ
ルギー技術を紹介する。生徒指導上での利活用等も講習内
容に含むため、教科の特定はしない。また、室内での環境
衛生に係わる熱や音の環境を講習内容に含むため、養護
教諭の方も受講可能である。

永井　久也（工学研究科教授）
寺島　貴根（工学研究科准教授）
北野　博亮（工学研究科准教授）

三重県津市 6時間 令和2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
校教諭、養護教

諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506587号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】あなたの遺伝子わたしの
遺伝子 -生命科学を身近な例で
学ぶ-

食品機能による健康維持やiPS細胞、遺伝子診断など、多
岐にわたる生命科学領域の研究の進展はめざましく、科学
立国を目指す日本が科学で世界をリードするには、一人で
も多くの生徒・児童が理科に関心をもつことが必須で、その
ためには教育現場を担う方がまず関心をもつことが重要で
す。本講習では、遺伝子やタンパク質の働き、食物と遺伝
子、科学に関する報道記事の見方などを身近な話題を例に
学ぶことで、教育現場を担う様々な分野の方が生命科学を
より身近に感じ、教育現場に直接あるいは間接的に活かす
ことができる内容を目指します。

奥村　克純（生物資源学研究科教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506588号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】社会科・公民科の授業に
おける新聞活用（NIE）

小学校・中学校の社会科と高等学校の公民科において、新
聞をどのように活用したらよいかについて講義する。受講者
は、講習において、新聞を活用した学習を実際に体験する。
具体的には、講義においては、NIEの意義と方法、社会科・
公民科における具体的な活用法を示す。新聞を活用した学
習体験としては、「株式学習ゲーム」と「新聞切り抜き作品」
作成を行う。

山根　栄次（非常勤講師） 三重県津市 6時間 令和2年8月20日 教諭

小学校・中学校
（社会科）・高等
学校（公民）・特
別支援学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506589号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】小学校における英語コ
ミュニケーション能力の育成

本講習では小学校で英語を学ぶ意義を理解し、理論的且つ
具体的な実践を体験的に学びます。また、幼児・児童が身
に付ける英語コミュニケーション能力は、楽しいゲーム、アク
ティビティ、英語絵本、英語歌、演劇ワークショップなど多種
多様な学習体験によって育つことを知り、４技能をバランス
良く学ぶ方法と文字学習について学びます。幼児への早期
英語教育の内容を含むことや小学校・中学校の連携の観点
より幼稚園・中学校英語教諭も対象とします。

清水　万里子（非常勤講師） 三重県津市 6時間 令和2年8月20日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校（英語）教

諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506590号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html
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令和２年度(第２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

三重大学
【選択】学習者(国語教育・日本語
教育)の初期教育における文字
表記の問題点と指導法

国語教育、日本語教育の初期教育段階における学習者に
共通する文字表記の諸問題の中から、①「撥音(ン)・促音
（ッ）・長音(ー)｣と②｢直音と拗音」を中心に取り上げる。①、
②の表記時において、初学者が、つまずくポイントについて
具体的に取り上げ、音声学・音韻論の基本的な知見を援用
しつつ、わかりやすく、その解決策を考え、指導案を検討す
る。

余　健（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月25日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506591号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】小学校におけるプログラミ
ング教育　～はじめのいっぽ～

小学校でのプログラミング教育の意義と位置づけについて、
各種資料をもとに学ぶ。そして、総合的な学習の時間にお
けるプログラミング教育の実践例の資料や動画をもとに、初
学者への支援の在り方と学びを深めるための工夫などにつ
いて考究する。また、小中連携の観点から中学校教諭も対
象とする。

中西　康雅（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 10人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506592号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】コンピュータハードウェア
の基礎

授業中等のトラブル発生時に対処ができるようになることを
目指し、Windowsデスクトップパソコンを用いて、ハードウェア
部品の解説を行う。部品の調達についてもインターネットを
使って注文一歩手前まで行い、養護教諭も含め様々なパソ
コンを使う業務や授業において、ハードウェアの故障箇所を
特定し部品調達や機種選定ができるようになることを目指
す。実技試験では選定能力を見る。幼稚園教諭、養護教諭
も使用中のパソコンが壊れたとか異常が出た時に対処でき
るようになります。

山守　一徳（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月25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 25人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506593号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】３次元着装シミュレ－ショ
ンによる衣服設計と選択

新しい衣生活を設計するためのITを利用した教育の一つと
して，ユビキタスネット社会を迎えたときの衣服設計・選択情
報を取り上げる。家庭生活の中で家族と共に個人対応型の
衣生活を実現する方法として，３次元人体計測から着装シ
ミュレ－ションなどを展開する。簡単な実習も含めて，衣服
の構成・素材・デザインの基礎的情報から心理的なデザイン
イメ－ジ評価までを習得する。

増田　智恵（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月25日 教諭
中学校（家庭）・
高等学校（家庭）

教諭
6,000円 10人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506594号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】乳幼児教育・保育におけ
る子ども理解と省察

乳幼児教育・保育における日々の実践を共に振り返り、子
ども理解を深めていく上での具体的な手立てを体験的に学
ぶ。具体的には、ショーンのリフレクション論やヴィジュアル・
ナラティブを紹介し、グループワーク等を通して実際に活用
する機会をもつ。また参加者自身のエピソード記録も用い、
具体的に省察を行う機会をもつ。

水津　幸恵（教育学部講師） 三重県津市 6時間 令和2年8月25日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506595号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】窒息・溺水・熱中症・救命
処置・インフルエンザ

一般市民に対する救急蘇生法は、世界的には5年毎に変更
されています。最新の考えかたを説明します。窒息、溺水の
予防法、熱中症対策、インフルエンザ対策についての考え
方を解説し、教育現場での実践のお役に立てればと考えて
おります。

丸山　一男（医学系研究科教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月25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 100人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506596号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】アクチュエータの基礎知
識と制御

現在、コンピュータ制御される電子機械システムの多くにア
クチュエータが使用されている。これら多種多様なアクチュ
エータについて、その構造や特性や関連知識について解説
を行う。また、アクチュエータの中でも特に広く使用されてい
る直流モータに焦点をあて、その制御手法について解説を
行う。さらに、アクチュエータの制御の理解を深めるため、実
験装置を用いてモータ制御に関する実習を行う。

早川　聡一郎（工学研究科准教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月25日 教諭
中学校（理科）・
高等学校（理科）

教諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506597号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

139 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

三重大学 【選択】世界の教育事情

世界ではどのような制度のもとでどのような教育が行われて
いるのか、何が課題とされ、どのような取り組みがなされて
いるのか等、諸外国における学校教育制度やその改革動
向、そしてそれらの歴史的・社会的、文化的背景について理
解を深める。教育に関する国際的な視点を養うとともに幅広
い視野と知見を身に付けることを通して、わが国の学校教
育制度や政策について省察する。

下村　智子（教養教育院准教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506598号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】日本語教育入門－日本
語の音声－

三重県には外国籍児童や外国にルーツを持つ子供が多
い。また、近年三重県にも多くの外国人が居住するようにな
り、身近な隣人として日本語指導を行う機会もあると思われ
る。外国人に日本語を教える際に、知っておくべき日本語の
音声（学）、外国人が難しい日本語の発音やリズムや韻律、
なぜ難しいかなどを、実際の音声テープを聞きながら学ぶ。

福岡　昌子（地域人材教育開発機構教授） 三重県津市 6時間 令和2年8月25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 15人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506599号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】これからの読解力を育て
る小学校国語科の授業

小学校の国語科において、PISA(OECD生徒の学習到達度
調査)をふまえた読解力を育てるための授業が様々に実践
されてきた。本講習では、そうした授業実践の成果をふまえ
つつ、新学習指導要領(平成29年3月告示)も視野に入れな
がら、教科書掲載の教材を具体的に取り上げて、これから
の読解力を育てられる授業のあり方について考える。

守田　庸一（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年10月3日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506600号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】高校地理必修化に伴う各
校種での地域学習の位置づけと
理解

2022年度からの高等学校での地理総合の必修化に伴い、
学習内容にも大幅な変更がみられ、地図の読図や防災、国
際理解など地域を理解するための内容が今まで以上に重
点的に取り込まれることになる。必修化に伴い、小学校社会
科、中学校地理の学習でも、高校での地理の学習に向けて
これまで以上に地域を読み取る力の涵養が必要となってく
る。本講習では、教科書や資料においてよく見られる典型的
な地形を扱い、地形図作業を通して地域の理解の仕方を考
える。また、図作業を行った地域に赴き、現地見学を通し理
解を深める。

宮岡　邦任（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年10月3日 教諭
小学校・中学校

(社会）・高等学校
(地理）教諭

6,000円 12人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506601号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】生きたリズムのしくみ

音と音が連結されることによってメロディが形成され、同時に
そこには拍が生まれる。その生み出される拍を個人がどの
ように感じるかによって、最終的な表現に大きなさが生じる。
そのことについて、受講者それぞれが身体を使い新しい発
見をすることで、教育現場での指導に役立てることを目的と
するもの。

小畑　真梨子（教育学部講師） 三重県津市 6時間 令和2年10月3日 教諭

幼稚園・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 15人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506602号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】「体つくり運動」について

「体つくり運動」は学習指導要領で小学校1年生から必修で
あり、体ほぐしの運動の他に小学校低・中学年において「多
様な動きをつくる運動（遊び）」、高学年以降では「体の動き
を高める運動」が位置づけられており、運動を楽しむ視点
や、ねらいに応じた運動を効率よく、あるいはバランス良く組
み合わせられることが求められている。本講座では「体つく
り運動」における運動課題や教材等の工夫について、実践
を通して検討していく。

後藤　洋子（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年10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）教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506603号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html
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令和２年度(第２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

三重大学
【選択】学校でできる虐待対応・
愛着の障害および発達の問題に
ついて

三重県は先行事例の分析に基づいた「児童虐待リスクアセ
スメントシート」を作成し、初期対応時に使用している。これ
らの活用と運用については、学校との連携がきわめて重要
になる。当県における児童虐待の現状と対応、学校でできる
虐待対応について講義する。
愛着の問題を抱える子ども達は少なくないが、近年、愛着障
害の概念についてはかなり拡大されすぎている。「愛着」に
ついて概括し、それらが発達の問題と複雑に絡むこと、どの
ように対応すればよいのかについて講義する。

松浦　直己（教育学部教授）
鈴木　聡（非常勤講師）

三重県津市 6時間 令和2年10月3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
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506604号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】子どもの問題のアセスメ
ント

児童生徒の心理的問題をどのように理解するかについて、
事例をもとに情報収集、その解釈の実習を行う。また子ども
の心理的問題を理解するための理論や枠組みについて講
義を行う。学校不適応の子どもについて理解することによっ
て、効果的な支援方法を考える際に活かすことができる。

瀬戸　美奈子（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年10月3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 10人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506605号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】干潟の生物

海岸には潮干狩りでとる貝の他にも、さまざまな生物がいま
す。その見つけ方や調べ方を知ることでぐっと理解が深まり
ます。この講習では実際に近くの干潟に出かけて、みなさん
に海の動物を見つけていただきます。採集した貝や海洋動
物は分類をして、種の同定を行います。環境と海洋動物との
関係を調べたり、簡単な解剖も実習して、体の構造まで理解
できたら最高です。大形でわかりやすい動物門の名前も覚
えましょう。さて三重の海にはどんな貝類や海洋動物がいる
のでしょうか？なお、環境教育に係わる内容も含むため、教
科の特定はしません。

木村　妙子（生物資源学研究科教授） 三重県津市 6時間 令和2年10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 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506606号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】フィールドワークからみる
三重県の姿―名張市から考える
―

地域調査に関わる地理的技能について，フィールドワーク
の実施からその具体性を理解する。対象地域は三重県名
張市を予定している。フィールドワークの実施経験があまり
ない方を想定した内容となります（バスで移動しますので，
乗り物酔いをする方は薬等をご持参ください）。

磯野　巧（教育学部講師） 三重県津市 6時間 令和2年10月10日 教諭
小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地理）教諭

6,000円 10人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506607号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】運動意欲を高める行動科
学の手法

運動していない人に対して、運動・身体活動に対する考えを
良い方向に変えてから運動させようとする行動科学の手法
が着目されている。本講習ではさまざまな手法について解
説し、手法の基盤となる行動科学についての理解を深めて
いく。この手法は、受講者本人だけでなく、学級通信や保健
だよりを通して広く教育したり、生活リズムや体格を是正す
る必要のある子どもに重点的に教育したりする際にも有用
である。

重松　良祐（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年10月10日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援教
育教諭、養護教

諭

6,000円 25人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506608号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】異文化コミュニケーション

異文化コミュニケーションの基本的知識や理論を理解し、習
得し、異文化対応トレーニングをいくつか経験する。異文化
を多面的にとらえ、異文化の人々や言語との関わりを理解
し、グローバル社会において求められるコミュニケーション能
力を養う。

荒尾　浩子（教育学部教授） 三重県津市 6時間 令和2年10月10日 教諭
中学校（英語）教

諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506609号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html
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令和２年度(第２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

三重大学
【選択】学校でできる虐待対応・
愛着の障害および発達の問題に
ついて

三重県は先行事例の分析に基づいた「児童虐待リスクアセ
スメントシート」を作成し、初期対応時に使用している。これ
らの活用と運用については、学校との連携がきわめて重要
になる。当県における児童虐待の現状と対応、学校でできる
虐待対応について講義する。
愛着の問題を抱える子ども達は少なくないが、近年、愛着障
害の概念についてはかなり拡大されすぎている。「愛着」に
ついて概括し、それらが発達の問題と複雑に絡むこと、どの
ように対応すればよいのかについて講義する。

松浦　直己（教育学部教授）
鈴木　聡（非常勤講師）

三重県津市 6時間 令和2年10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、養護教

諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506610号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】乳幼児期の社会性の発
達とその支援

本講習では、乳幼児期の社会性の発達に関する最新の研
究・知見を紹介することを通して、子どもの発達的理解を一
歩深められるような機会を提供したい。特に、発達障害をは
じめ社会性の発達が重視されつつあるなかで、対症療法的
に子どもを変えようとするのではなく、まずは発達や家庭な
どから多角的に子どもの姿を理解すること、そしてまた、個
別支援だけでなく、集団の中で子どもが育つという側面を丁
寧にとりあげたい。

吉田　真理子（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 令和2年10月10日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506611号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】楽しく学ぼう！教育現場
での教養英語

近年の教育現場のグローバル化に伴い、教育現場で教員
が英語で話すことが求められる場面（ＡＬＴとの会話等）が増
えてきています。そうした場面に対応できるよう、教養として
の基礎英語を中心に学びます。校種・教科を問わず、「英語
が苦手」な方もご参加いただけます。

大野　恵理（教育学部東紀州サテライト准教授） 三重県熊野市 6時間 令和2年6月27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 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506612号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学 【選択】はじめてのゲーミング

本講では、児童・生徒主導型の授業形式であるゲーミング
について、はじめて触れる教員を対象に紹介をしていきま
す。ゲーミングはあらかじめ設計した世界のなかで児童・生
徒が主体的に行動することで、その世界に横たわるルール
やしくみを感じ取りながら学んでいく方法です。受け身の授
業よりも意欲が高まり、深く理解させやすい利点がありま
す。本講習では、実際にゲーミングをしながら、その可能性
を体験し、考えてもらいます。

南　学（教養教育院教授） 三重県熊野市 6時間 令和2年7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 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506613号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】三重大学東紀州サテライ
ト教育学舎による教育支援と地
域の特色を活かす今後の活動

三重大学東紀州サテライト教育学舎が２０１７年から行って
きた東紀州地域での教育支援活動を紹介する。具体的に、
教職大学院生の２週間実習、小学校英語での指導案・教材
作り、幼稚園・小中学校でのスクラッチプログラミング授業、
中・高校でのフォトムービー作成等を取り上げる（できれば
機器を操作しながら体験する予定である）。その後、校種別
に分かれ、少人数学級や少子化が進む地域で、大学と連携
を取りながらどのような教育実践が可能かを話し合い提案
をまとめる。養護教諭が学べる内容についても取り入れる予
定です。

須曽野　仁志（教育学研究科教授） 三重県熊野市 6時間 令和2年7月28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 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506614号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】わかる算数の授業を目指
して

・繰り上がり、繰り下がりが十分にできないで２年生になって
も指計算をしている児童の学力回復の教具の作成とその理
論を説明します。
・割合は子どもにとって難しいと言われて数十年経ちます。
７割～８割の児童が理解できる指導法の説明をします。
・その他、ご質問を受けます。

中西　正治（教育学部教授） 三重県熊野市 6時間 令和2年7月29日 教諭
小学校・特別支

援学校教諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506615号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html
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令和２年度(第２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

三重大学
【選択】戦国時代から江戸時代へ
の移り変わりをどう教えるのか

戦国時代から江戸時代への移り変わりをどう教えるのかを、
講習テーマとします。戦国大名が激突する戦国動乱が、信
長・秀吉によってどのように終息し、天下統一が実現したの
か。関ヶ原の戦いから大坂の陣を通して、江戸幕府と藩が
どのように創出されたのかについて、最新の研究成果をもと
にわかりやすく解説します。

藤田　達生（教育学部教授） 三重県熊野市 6時間 令和2年8月1日 教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地理歴史担

当）教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506616号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【選択】コンピュータハードウェア
の基礎

授業中等のトラブル発生時に対処ができるようになることを
目指し、Windowsデスクトップパソコンを用いて、ハードウェア
部品の解説を行う。部品の調達についてもインターネットを
使って注文一歩手前まで行い、養護教諭も含め様々なパソ
コンを使う業務や授業において、ハードウェアの故障箇所を
特定し部品調達や機種選定ができるようになることを目指
す。実技試験では選定能力を見る。幼稚園教諭、養護教諭
も使用中のパソコンが壊れたとか異常が出た時に対処でき
るようになります。

山守　一徳（教育学部教授） 三重県熊野市 6時間 令和2年8月20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 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月16日

令02-
10052-
506617号

059-231-5520　
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

兵庫教育大学
【選択】総合的な学習の源！子ど
もが自ら伸びようとする「教え込
まない教育」実践

総合的な学習の源となる『子どもが自ら伸びよう』とする指導
方法について,演習・実習で実際に体験しながら学びます。ヒ
トがもつ五感を遊びながら磨き，学んだ力を子ども自らが引
き出す方法や,集団で高め合う手法について実習し,解説しま
す。

榊　貢（南丹市教育委員会　学校教育課参事兼
総括指導主事）
上田　真弓（文部科学省　初等中等教育局 健
康教育・食育課　課長補佐）

兵庫県加東市 6時間 令和2年7月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 25人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505390号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】特別支援教育の今日的
課題と特別支援教育コーディ
ネーターの活動

特別支援教育からインクルーシブ教育への変革の中で、学
校園においてインクルーシブ教育や合理的配慮をどのよう
に捉え、教育活動に反映させるのかについて解説する。そ
の上で、実際にコーディネーターとして活動する教員から、
実践事例を報告する。これらを踏まえ、コーディネーターとし
ての活動について受講生同士で協議することにより、コー
ディネーターについての理解を深める。

石橋　由紀子（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月18日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 50人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505391号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学

【選択】教師のメンタルヘルスと協
働性～シミュレーション・ゲーム型
研修教材とコラージュ体験から学
ぶ～

教師のメンタルヘルスを高めるためには協働的な関係を構
築することが重要である。本講習では、コラージュ体験を通
して自己理解・他者理解について考察するとともに、シミュ
レーション型のゲーム教材「クロスロード 教育相談編」を行
い、協働性を構築するためのポイントについて学ぶ。

網谷　綾香（大阪成蹊短期大学　幼児教育学科
教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年7月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505392号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】カンタン指揮法！〜リコー
ダー合奏とともに〜A

音楽発表会や地域の行事などで，子供達の指導や指揮を
行う担任の先生方を対象とした初級者のための指揮法基礎
をリコーダー合奏と共に学びます。受講者全員がリコーダー
アンサンブルを演奏しながら，各自が順番に指揮を行なうこ
とで講習を進めていきます。指揮法のみ，またはリコーダー
演奏のみでの受講はできません。受講希望者は指揮棒と，
ソプラノリコーダー，アルトリコーダー（両方演奏する予定）の
準備をお願いします。

河内　勇（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月19日 教諭
幼稚園教諭，小

学校教諭
6,000円 15人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505393号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】情報社会・情報技術の進
展と教育の情報化 A

（１）教育の情報化と学習指導要領に関する講義
（２）情報モラル教育に関する講義
（３）児童生徒と教員のＩＣＴ活用に関する演習
（４）特別支援教育におけるＩＣＴ活用に関する講義

森廣　浩一郎（大学院学校教育研究科教授）
掛川　淳一（大学院学校教育研究科准教授）
小川　修史（大学院学校教育研究科准教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年7月19日 教諭

小学校教諭，中
学校教諭，高等
学校教諭，特別
支援学校教諭

6,000円 30人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505394号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

兵庫教育大学

【選択】いじめなどのもめごと問題
の理解と対応－ピア・メディエー
ション（仲間による調停）の導入と
その実際－A

学校生活のなかで生起するいじめなどのもめごと問題への
対応について，ピア・サポート及びピア・メディエーションを活
用した具体的な解決方法を提示し，その有用性について演
習と講義を交えて行う。さらに，修復的正義（リストラティブ・
ジャスティス）の考え方を紹介し，如何にして社会的責任能
力を育むかについて講義・演習を行う予定である。

池島　德大（大学院学校教育研究科特任教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505395号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】中学校・高校の歴史学習
における教材研究

中学校社会科の歴史分野，及び高校日本史・世界史におけ
る代表的な教材のいくつかを選んで、学界の研究成果を紹
介しながら解説するとともに，教材研究にあたっての方法や
学習指導上の留意点についてもふれる。また，日本史に関
しては，教材としての開発可能な兵庫県の地域史料も紹介
する。

原田　誠司（大学院学校教育研究科教授）
森田　猛（大学院学校教育研究科教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年7月21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

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505396号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】力のつく、楽しい説明的文
章の授業づくり

説明的文章の学習指導の実態と課題を整理するとともに，
学習指導過程や学習活動の実際について検討する。さらに
学習指導要領で要請されている批判的読み（クリティカル
リーディング）や新設された「情報の扱い方」について，その
ねらいや指導のあり方についても言及する。具体的な教材
をもとに，実際の説明的文章の学習指導の方法や授業づく
り，そのためのポイントについてイメージし，理解する機会と
する。

吉川　芳則（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505397号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】これまでの国語科「学習」
から、これからの国語科「学習」
のあり方を考える

「愚者は経験に学び，賢者は歴史に学ぶ」という名言の通
り，近年の国語科教育の時流に沿う学習像を考える際に
も，これまでの国語教育営為の蓄積は大いに参照すべき面
がある。本講習では，近年ポイントとされる事柄を確認した
上で，その学習像の具体をイメージする際に手がかりとなる
であろう「歴史」を取り上げ，受講者同士による議論を行い
つつ，これからの国語科「学習」のあり方を考究する予定で
ある。

池田　匡史（大学院学校教育研究科助教） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月22日 教諭

小学校教諭，中
学校教諭（国語）,

高等学校教諭
（国語）

6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505398号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】科学の理解を深め，関心
と学習意欲を高める可視化実験
法

理科の学習においては，自然現象を的確に分かりやすく可
視化することが児童・生徒のよりよい理解を促すとともに，学
習意欲と自然科学への関心を高めることにつながります。こ
の講習では主として，小学校・中学校の物理に関する単元
の可視化手法に焦点を当て，それらのテクニックを学びま
す。特に電気的・磁気的性質の可視化，および熱やものの
流れの可視化を中心的に取り扱います。

庭瀬　敬右（大学院学校教育研究科教授）
猪本　修（大学院学校教育研究科准教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年7月23日 教諭

小学校教諭，中
学校教諭（理

科），高等学校教
諭（理科）

6,000円 24人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505399号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】スポーツ諸科学の知見に
基づく体育授業づくり

「腕をはやく振って！！」学校現場でよくみかける短距離走
での教師の指導です。しかし、この指導で本当に子どもの疾
走速度が上がるのでしょうか？子どもの短距離走タイムを
上げるにはどのような指導を行えばよいのでしょうか？本研
修では、スポーツバイオメカニクス、運動生理学、スポーツ
史などのスポーツ科学の知見に基づいた体育授業づくりに
ついて考えます。

筒井　茂喜（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月25日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭（保健

体育）
6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505400号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】小学校音楽科における打
楽器の特性を生かした合奏指導
の工夫A

合奏指導においては，個々の児童が音楽的感覚を獲得・伸
長しつつ，各楽器の基本的な演奏技能を習得するとともに，
楽曲の特徴を理解して表現意図を明確にもつことができる
よう，指導の工夫が求められる。本講習では，授業でよく用
いられる打楽器のうち，主としてスネアドラムと鍵盤打楽器
を取り上げる。講義・演習を通して，児童が音楽を学ぶ過程
に即した合奏指導のあり方について考えてみたい。

河邊　昭子（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505401号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

兵庫教育大学
【選択】英文学を通して学ぶ多彩
な英語表現と異文化理解

英文学の作品は様々な英語表現と異文化情報の宝庫であ
る。ナーサリー・ライムをはじめとする代表的な英詩を幾つ
か取り上げ、その具体的なテクストの分析の実践を通して、
文学作品において使用されている英語表現についての理解
を深めるとともに、文学作品に描かれている英語圏の文化
そのものについての理解を深めることを目指す。

大嶋　浩（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月25日 教諭
中学校教諭（英

語），高等学校教
諭（英語）

6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505402号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】粘土による造形表現の基
礎

粘土を用いた造形表現活動の指導に必要である基礎的な
知識や技術の獲得を目指す。彫塑，工芸（陶芸）における粘
土への考え方やアプローチ方法の違い等を学ぶことにより，
それぞれに対する理解を深め，粘土の造形素材，教育教材
としての可能性を探求する。

村上　裕介（大学院学校教育研究科教授）
淺海　真弓（大学院学校教育研究科准教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年7月26日 教諭
幼稚園教諭，小

学校教諭
6,000円 24人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505403号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】小学校音楽科における打
楽器の特性を生かした合奏指導
の工夫B

合奏指導においては，個々の児童が音楽的感覚を獲得・伸
長しつつ，各楽器の基本的な演奏技能を習得するとともに，
楽曲の特徴を理解して表現意図を明確にもつことができる
よう，指導の工夫が求められる。本講習では，授業でよく用
いられる打楽器のうち，主としてスネアドラムと鍵盤打楽器
を取り上げる。講義・演習を通して，児童が音楽を学ぶ過程
に即した合奏指導のあり方について考えてみたい。

河邊　昭子（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月26日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505404号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】言語文化に関する「知識
及び技能」を楽しく効果的に学ぶ
ための国語科授業を考える

現代日本語の特質について理解を深める為に，古い日本の
文化や言語とその歴史的変遷との関連を考え，国語教育の
基礎事項を見つめ直す。指導要領が示す｢言葉がもつよさ｣
を認識し，｢言語感覚｣を養い，｢我が国の言語文化｣｢国語｣
を大切に尊重して能力を向上させる為の｢知識及び技術｣と
はどのようなもので，どのような指導が可能かなどについ
て，日常の言語活動や｢伝統的な言語文化｣｢言葉の由来や
変化｣等から考える。

田中　雅和（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月27日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭（国語）

6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505405号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】マネジメントの視点から学
級経営を考えるA

学校マネジメントについて，従来の学校教育中心のマネジメ
ントではなく，地域や家庭と連携しながら，地域住民の意向
（民意）を反映した公共性の高い学校固有（公務員型）のマ
ネジメントへの転換が重要であることに着目し，従来の学級
経営に加え，マネジメント的視点から学級経営を改善してい
くための考え方を学び，応用力を身につける。

日渡　円（大津市　教育長）
楠本　誠（松阪市教育委員会　学校支援課指導
主事）
澄川　忠男（下関市立川棚小学校　校長）

兵庫県加東市 6時間 令和2年7月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505406号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】特別活動を要としたキャリ
ア教育の実践－児童生徒の強み
を見つけ、伸ばす－

「基礎的・汎用的能力」を中心に、キャリア教育で育成すべ
き諸能力・資質とは何か、またどのように伸ばしていくのか
について理解を深める。また児童生徒の諸能力・資質を見
つけ、児童生徒にどのようにフィードバックしていくかについ
て、実践例を参照したりロールプレイを実践しつつ考察を深
める。

森本　哲介（大学院学校教育研究科講師） 兵庫県加東市 6時間 令和2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

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505407号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】次世代型学校リーダー
シップＡ

リーダーシップは学校の管理職，いわゆるリーダーだけに必
要な能力ではなく，教諭にも必要な能力である。それは学級
経営や日々の指導の中で児童・生徒に発揮されるべき能力
である。従来のリーダーシップとは別の視点からとらえ，対
人関係をインプットとアウトプットから整理し，インプットの組
織をどうみるか，チームをどうみるか，の考え方を学び，応
用力を身につける。

日渡　円（大津市　教育長）
中澤　美明（北海道教育庁　学校教育局義務教
育課長）
新城　敦（名桜大学　北部教育研修センター特
命准教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505408号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】やってみよう　野外におけ
る体験活動の基礎

自然学校を始めとした野外での体験活動を実施する上での
基礎的な知識や技術を体験の中で学ぶとともに，体験活動
への理解を深める。また，体験活動における安全管理や活
動への狙いを踏まえ，よりよい学級・学年づくりについて考
える。

森田　啓之（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県丹波市 6時間 令和2年7月28日 教諭 全教諭 6,000円 40人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505409号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

兵庫教育大学
【選択】知っておきたい！ダムの
種類と役割

近年では、台風や集中豪雨の影響で多くの河川が氾濫し被
害も出ている。被害を軽減するために、ダムが持っている
様々な役割や種類について学ぶことで、ダムに対する正し
い知識を身に付ける。また、ダムを造るために必要なコンク
リートの知識も学ぶことで、教員として多様な教育に取り組
めるようにする。地域に開かれた日吉ダムを見学し、インフ
ラ施設と地域の連動についても紹介する。

川崎　佑磨（立命館大学　理工学部環境都市工
学科准教授）

京都府南丹市 6時間 令和2年7月29日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭，高等

学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505410号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】からだづくり授業における
姿勢改善およびリラクゼーション
効果をもたらす運動実技指導A

動作に必要な解剖学を学びながら実技を行います。ピラティ
スを基本にした深い呼吸を行いながらゆっくりとした運動を
行います。小，中，高の「からだづくり」の体育授業や課外活
動トレーニングの準備運動として役立つ内容です。姿勢改
善およびリラクゼーション効果をもたらす運動実技指導を行
います。

山本　忠志（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月30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）

6,000円 21人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505411号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】美術作品をどう見ればよ
いの？－美術史学から考える
「鑑賞」指導の基礎スキル－

「美術鑑賞」などの視覚的資料提示において、歴史的資料
あるいは美術作品を「よく見る、味わう、考える」という展開を
導くうえで、指導者に必要不可欠な基礎スキルを確認し、質
の向上改善を目指します。美術史学の立場から、デジタル
画像の扱い方や視覚提示の手法、「作品記述」と分析、解
説や鑑賞批評の基礎スキルを紹介します。紹介事例と実践
演習をつうじて、「簡単で質の高い鑑賞」と指導コミュニケー
ションのあり方を探りましょう。

喜多村　明里（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月30日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭，高等

学校教諭
6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505412号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】体育で育てるべき身体と
は −コーディネーション運動の実
践などを通して−

体育で育てるべき「身体（からだ）」とは何かについて、これ
までの体育の歴史や学習指導要領における記述を参考に
しながら考える。講習では、「コーディネーション運動」などの
体験を通して実践的な理解を深める。

森田　啓之（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月30日 教諭

幼稚園教諭，小
学校教諭，中学
校教諭（保健体

育）

6,000円 30人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505413号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】子どもの深い学びを実現
するための社会科授業づくり

深い学びとはどんな学びか。小学校社会科において，子ど
もの「考察する力」や「構想する力」を鍛え，現実生活や社会
に適用できるような汎用的な能力育成につながる深い学び
を実現するためには，プラスαの教材の仕掛けが必要であ
る。本講習では，子どもが「なぜ？」と問い続け，深い学びを
実現するための社会科授業づくりのあり方を考えてみたい。

關　浩和（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月31日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505414号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】「子供の貧困」を考える－
教育現場に求めること－

「子供の貧困」とは何か。現行の制度や施策を中心に解説
を行い，現状と課題について講述する。さらに，スクール
ソーシャルワーカーの活用や地域による学習支援等の様々
な貧困対策の取り組みを紹介し，教育現場との連携の在り
方について言及する。

加納　史章（大学院学校教育研究科助教） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月31日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 30人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505415号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】図画工作・美術科教育支
援のための画像処理ソフトウェア
使用の初歩

図画工作科・美術科の学習指導において児童・生徒の活動
過程や作成したものを撮影し評価したり展示したりする際,あ
るいは授業時に使う画像資料を用意する際に活用できる画
像処理ソフトウェアの初歩について学びます。講習で
は,Adobe Photoshopに似たフリーソフトウェアのgimpを使用
します。

高木　厚子（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭（美術）

6,000円 25人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505416号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

兵庫教育大学
【選択】学校トラブル対応～保護
者・地域とのコミュニケーションの
変化と対応～A

学校と保護者・地域との間で起きるトラブルについて、具体
的なケースに沿ってその対応を考え、今後の学校トラブル
の収束及び保護者・地域との信頼関係の構築を図ることに
役立てる。
○学校と保護者・地域とのコミュニケーションの変化につい
て（講義）
○ケース・スタディ　①保護者対応　②地域対応（演習）
○受講者の現任校が抱えている（抱える可能性の大きい）
学校トラブルへの対応方策について（演習・講義）

當山　清実（大学院学校教育研究科教授）
上田　真弓（文部科学省　初等中等教育局 健
康教育・食育課　課長補佐）
川上　泰彦（大学院学校教育研究科准教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505417号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】タブレット端末で始める授
業におけるICT活用

教育情報化の動向及び授業におけるICT活用の考え方につ
いて講義するとともに，タブレット端末の授業活用について
演習を行う。

森山　潤（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2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 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505418号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】感性と創造性をひらく図
工学習の研究

主に感覚的・即興的な表現を行いながら表現の楽しさ，表
現における自分らしさについて考えるとともに，表現を通し
たコミュニケーションの重要性についても，理解を深めたい。
また，感性や創造性を重視した教材の構成法や指導法につ
いて研究する。

初田　隆（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年8月1日 教諭

幼稚園教諭，小
学校教諭，中学
校教諭（美術）,特
別支援学校教諭

6,000円 30人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505419号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】地震のしくみと大地の変
化

この講習では現在の地殻変動である地震と，それが大地の
成り立ちや変化にどのように関係しているかについて解説
する。また，地震に関する簡単な実習を行なう。これにより，
防災・減災教育の基礎となる知識を得るとともに，私たちの
住む大地を地球規模の視点で理解することを目的とする。

竹村　厚司（大学院学校教育研究科教授）
竹村　静夫（大学院学校教育研究科准教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校教諭，中

学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505420号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】外国人児童生徒等教育
の基礎―多文化共生のための学
校・教室づくり―

日本に住む人々の多国籍化，多文化化が進むに連れて，
学校現場では，複数の言語的・文化的背景をもつ児童生
徒，日本語指導を必要とする児童生徒が増え続けており，
指導体制の整備が急務となっています。本講習では，多文
化化する社会に生きる子どもたちに求められる教育や日本
語指導といった，外国人児童生徒等教育の基礎を学びま
す。

岡崎　渉（大学院学校教育研究科助教） 兵庫県加東市 6時間 令和2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 25人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505421号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】集団凝集性（集団のまと
まり）を高める体育授業づくり

体育には集団凝集性（集団のまとまり）を高める働きがある
とされています。また，集団凝集性を高めることで，個人の
学習意欲，個人技能，チームパフォーマンスが向上すること
を期待できます。本講習では，「動機づけ雰囲気」「非言語コ
ミュニケーション（主に身体接触）」に着目することで，集団凝
集性を高めることをめざした体育授業づくりについて考えま
す。

筒井　茂喜（大学院学校教育研究科教授）
中須賀　巧（大学院学校教育研究科講師）

兵庫県加東市 6時間 令和2年8月2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）

6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505422号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】気になる行動を示す発達
障害児に対する問題解決支援！

発達障害の子どもを含めた特別な教育的ニーズのある子ど
もたちが示す行動上の問題は、学校教育における喫緊の課
題である。本講習では、友達を叩いてしまう、授業になかな
か参加できないといった気になる行動を示す子どもの捉え
方及び支援の方法・内容を紹介する。加えて、受講生自ら
の事例を取り上げ、支援計画づくりを行う演習を実施し、
日々の実践につながる講座を目指したい。

岡村　章司（大学院学校教育研究科教授）
井澤　信三（大学院学校教育研究科教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年8月2日 教諭
幼稚園教諭，小

学校教諭
6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505423号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

兵庫教育大学
【選択】偶然性からの創造  ーモ
ダンテクニック等の絵画技法から
の多様な展開ー

教育現場で普及しているモダンテクニック等の偶然性を含ん
だ技法に様々な描画等の行為を加え，多様な展開を試作を
通して理解する。前半は様々なモダンテクニック等の偶然性
を含んだ技法を体験する。後半は，前半の経験をもとに
様々な素材や支持体の形や大きさを取り入れ，またモダン
テクニック等の技法に作者の意図的な描画等を加えること
により応用的な展開の可能性について試作を通して探る。

大西　久（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年8月2日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭（美術）

6,000円 15人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505424号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】技術・情報教育における
問題解決的な学習指導の理論と
実践

中学校技術科，高校工業科，情報科など、技術・情報にお
ける問題解決的な学習指導の理論と実践方法について講
義・演習を行う。また、演習では、中高におけるプログラミン
グ教育について教材研究を行う。

森山　潤（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校教諭（技

術），高等学校教
諭（工業，情報）

6,000円 8人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505425号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】知っておきたい！関西国
際空港の建設技術と社会とのつ
ながり

海外からの訪日旅客数が急増し、関西国際空港が日本の
玄関口となっている。関西国際空港が世界でも類を見ない
（環境に配慮した）巨大人工島として整備された経緯と役
割、防災への対応、社会に果たす役割を学ぶことで、教員
自身の社会インフラに対する見方を醸成し、グローバル社
会に生きる次代の若者のインフラへの理解を助ける知識を
習得する。講義では関連した実験・実習を行い、教材として
利用可能なコンテンツを提供する。

猪井　博登（富山大学　都市デザイン学部准教
授）
遠藤　徹（大阪市立大学　大学院工学研究科講
師）

大阪府泉佐野
市

6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校教諭，中
学校教諭（社会，
理科，技術），高
等学校教諭（地

理歴史，公民，理
科，工業）

6,000円 40人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505426号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】学校トラブル対応～保護
者・地域とのコミュニケーションの
変化と対応～B

学校と保護者・地域との間で起きるトラブルについて、具体
的なケースに沿ってその対応を考え、今後の学校トラブル
の収束及び保護者・地域との信頼関係の構築を図ることに
役立てる。
○学校と保護者・地域とのコミュニケーションの変化につい
て（講義）
○ケース・スタディ　①保護者対応　②地域対応（演習）
○受講者の現任校が抱えている（抱える可能性の大きい）
学校トラブルへの対応方策について（演習・講義）

當山　清実（大学院学校教育研究科教授）
上田　真弓（文部科学省　初等中等教育局 健
康教育・食育課　課長補佐）
川上　泰彦（大学院学校教育研究科准教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505427号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】実験・観察で学ぶ小学校
教員のための生物の基礎基本

小学校の教員として知っておきたい, 生物の多様性・普遍性
に関する基礎基本の考え方を習得するため, 身近な生物を
用いた以下の２つの実験・観察, それに関する講義を行う。
（１）水中に生息している小さな生物の観察－主にプランクト
ンなどの観察を通して, 生物の分類法や名前の付け方につ
いての実習を行う。小学校５・６年生の教科内容に深く関係
する。
（２）身近な植物の観察－校庭によく生える雑草の花・葉・
茎・根を顕微鏡やルーペを用いて観察する。また、普段口に
している農作物を植物学の観点から概説する。

笠原　恵（大学院学校教育研究科教授）
山本　将也（大学院学校教育研究科助教）

兵庫県加東市 6時間 令和2年8月4日 教諭 小学校教諭 6,000円 24人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505428号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】これからの幼稚園教育　
－子どもの心身の育ちと支援－

発達面で気になる子や身のこなしのぎこちなさが目立つ子
の増加が指摘されていることを踏まえて，乳幼児期の生活
や心理面，身体面の発達に関する課題と幼稚園での支援
の方向性について論じる。さらに，教育機関と保護者・地域
社会との連携や子育ての支援の在り方についても言及す
る。

横川　和章（大学院学校教育研究科教授）
石野　秀明（大学院学校教育研究科教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年8月4日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505429号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学 【選択】算数教育講座

算数科の授業づくりの視点には，不易な側面と流行の側面
があります。本講習では，これまでの算数科の学習指導要
領の改訂の動向を踏まえ，算数科の授業づくりに求められ
ている教材研究や学習指導のあり方について，事例をもと
に講義・演習を行います。

川内　充延（大学院学校教育研究科准教授）
國岡　髙宏（大学院学校教育研究科教授）
加藤　久恵（大学院学校教育研究科准教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年8月4日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505430号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

兵庫教育大学
【選択】論理的思考力を高める文
学教材指導の理論と実践

小学校国語科の文学的文章を題材として論理的思考力を
育成する学習指導の構築を本講義の目的とし，基礎理論と
実践事例を具体的に解き明かす。４コマの講義を通して，(1)
文学的文章の授業作りに求められる教材研究のあり方，(2)
文学的文章の読解における論理的思考力育成の基本，(3)
一人学びや話し合い活動を成立させる要素，(4)事例検討の
４つの観点から基礎理論について理解を深め，演習によっ
て実践力を高めたい。

大江　実代子（三木市立豊地小学校　校長） 兵庫県加東市 6時間 令和2年8月4日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505431号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学

【選択】参加型学習により子ども
たちの意思決定，目標設定の力
を育てる：ライフスキルの視点か
ら

子供たちの対人関係に関わる意思決定及び運動に関する
目標設定の能力の育成を目指し，認知的スキルであるライ
フスキルの形成の視点から，参加型学習を用いて指導の考
え方と実践例を紹介する。具体的には，意思決定では、選
択肢の列挙，各選択肢の結果の予測，選択肢の選択と実
行、対処の演習などを行う。目標設定では、運動を取り上
げ、スモールステップの目標設定、達成の計画立案、失敗し
た時の考え方などを演習する。

西岡　伸紀（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年8月4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
学校支援学校教

諭，養護教諭

6,000円 40人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505432号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】知っておきたい！身近な
橋から世界一の吊橋まで

私たちの身近にあり，普段何気なく使っている橋ですが，橋
は歴史的にどのように発展し，現在のかたちになっているの
でしょうか？　橋の歴史や種類．構造，役割について解説し
ます。講義では，簡単な橋の模型を作成し，教育現場で活
用できるコンテスト形式について説明します。また，世界一
の吊橋である明石海峡大橋を建設する際の様々な技術に
ついて講義し，その後，実際に明石海峡大橋の桁上や主塔
に登って実習します。

鍋島　康之（明石工業高等専門学校　都市シス
テム工学科教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2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 40人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505433号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】社会科歴史学習における
教材研究と授業研究

本講習では次の2点を目標に講習を行う。第一に，「深い学
び」を実現する社会科歴史授業をつくるために，どのような
教材研究を行っておくべきなのかについて考えを深める。具
体的には，歴史解釈の変遷，近年の動向を分析し，考えを
深めていく。2点目は，授業力を向上させるための授業研究
のあり方について考えを深め，実践知を蓄積していく。

山内　敏男（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505434号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】教えたい！小学校理科に
おける物理実験のポイント

理科における実験は，科学的な現象の理解や確認を行なう
ために重要である。講習では，小学校理科で取り扱うエネル
ギー概念の物理分野に関する実験・観察のポイントを中心
に概説した後に実験を行う。実験は，風やゴムの働き，てん
びん，電流，磁石の性質などの内容に関して，できるだけ簡
便で，なおかつ生徒の理解を促すようなものを行う。

庭瀬　敬右（大学院学校教育研究科教授）
石原　諭（大学院学校教育研究科准教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 24人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505435号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】からだづくり授業における
姿勢改善およびリラクゼーション
効果をもたらす運動実技指導B

動作に必要な解剖学を学びながら実技を行います。ピラティ
スを基本にした深い呼吸を行いながらゆっくりとした運動を
行います。小，中，高の「からだづくり」の体育授業や課外活
動トレーニングの準備運動として役立つ内容です。姿勢改
善およびリラクゼーション効果をもたらす運動実技指導を行
います。

山本　忠志（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年8月7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）

6,000円 21人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505436号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】子どもの変化についての
理解

現代の子どもの変化についての理解を図るために，主に発
達を規定する要因，発達障がい，特別支援教育などについ
て解説します。具体的には講義のみならずグループワーク
を通して現代の子どもの教育者としてどのように関わって行
けば良いかについて理解を深められる講習としたいと考え
ています。また，様々な教育現場の先生方の意見交換の場
となることも願っております。

桂　和仁（聖カタリナ大学　人間健康福祉学部
教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 40人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505437号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

149 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

兵庫教育大学
【選択】運動部員の心理をマネジ
メントする

部活動の顧問として，部員とどう関わり，チームをどう築いて
いけば良いか，その指針を提供させて頂きます。具体的に
は①Jリーグ入りを果たしたK君の辿った過程②大きな怪我
に対する心理的対処法③至適覚醒水準とその調整法④
バーンアウトに陥らせないために⑤チーム作りの要点などを
解説します。

桂　和仁（聖カタリナ大学　人間健康福祉学部
教授）

兵庫県加東市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校教諭，高

等学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505438号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】知っておきたい！地図の
作り方と使い方，ハザードマップ
の作り方まで

地図はどの様にして作るのでしょうか？講義では国土地理
院の専門家から最新の地図の作り方や使い方について演
習を交えて説明していただき，実習では三次元立体地図の
作成や歩いて距離を測る歩測を行います。また，様々な情
報を地図にまとめた主題図（防災マップ）の作り方，授業に
おける主題図の使い方などを実習します。

鍋島　康之（明石工業高等専門学校　都市シス
テム工学科教授）
石内　鉄平（宮城大学　事業構想学群地域創生
学類准教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月17日 教諭

小学校教諭，中
学校教諭，高等
学校教諭，特別
支援学校教諭

6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505439号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】児童生徒理解のための心
理学調査法

有効な生徒指導，学級経営においては児童生徒理解が欠
かせない。この講習では，予防的生徒指導の実践や円滑な
学級経営を行う上で基盤となる児童生徒の心理状態・行動
傾向を，心理学調査法（アンケート調査）を用いて把握・分析
する方法を具体的に学ぶ。受講生が少人数班で実習する形
式を用いて，調査目的の焦点化，質問項目の作成，調査票
の構成，およびデータ分析の基礎を習得する。

竹西　亜古（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭，中
学校教諭，高等
学校教諭，養護
教諭，栄養教諭

6,000円 18人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505440号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学 【選択】子どものメンタルヘルス

児童生徒のメンタルヘルスへの心理教育的支援としてストレ
スマネジメント教育がある。その中核技法である「リラクセー
ション」に関するレクチャーと演習を行う。具体的には，学校
で活用できる簡便な技法である「呼吸法」や「動作法（肩の
弛め課題）」などについて，単なる理論学習・体験学習では
なく，受講者自らが習得し活用できるとともに，ストレスマネ
ジメント教育の推進者として機能できることを目標とする。

藤原　忠雄（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月18日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 10人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505441号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】子どもに対する教師の見
方をふりかえる－学級経営の充
実のためにー

一人一人の児童生徒と学級全体の理解は，児童生徒の成
長を促す学級経営の基盤であり，いじめや不登校等の問題
の未然防止や早期発見にも不可欠です。児童生徒や学級
の理解には教師自身の物事の見方･捉え方も影響していま
すが，それに気づくのは容易ではありません。そこでこの講
習では，教師が児童生徒と学級に与える影響を心理学的な
側面から学び，自身のふり返りを通して，より充実した学級
経営に役立つ知識の獲得を目指します。

秋光　恵子（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭，高等

学校教諭
6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505442号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】社会問題解決の学びをど
うデザインするか？

アクティブラーニングの具体的方法の一つとして問題解決学
習が示されるが，本講習では子ども・若者が（地域）社会問
題の解決に参加する関心を形成し，知識を活用しながらそ
の解決策を立案／実行する技能を獲得していく「学びのデ
ザイン」について，国内外の実践事例を手掛かりに講究して
いく。講習終了時には，それぞれの現場での具体的な実践
方向が明らかとなることを目標とする。

川中　大輔（龍谷大学　社会学部現代福祉学科
専任講師）
古田　雄一（大阪国際大学　短期大学部ライフ
デザイン総合学科専任講師）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭，高等

学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505443号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】乳幼児期の子どもの発達
と保育者の支援

乳幼児期の子どもの心身の発達の特徴について発達心理
学の観点から概説するとともに，子どもの遊びや学びを支援
する保育について考察する。特に保育内容の人間関係や環
境と絡めつつ，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」に
ついて発達心理学の観点から理解を深める。基本的には講
義形式で進めるが，適宜グループワークなどを取り入れつ
つ，保育実践について振り返り考え合う場としたい。

藤崎　亜由子（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 45人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505444号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

兵庫教育大学 【選択】自然現象と数学

自然現象を記述する微分方程式を考察する。例として、
ニュートンの冷却法則、化学反応、生物個体数の時間変動
を記述するモデルなどを挙げる。解の具体的な表示を知ら
なくてもその特徴を捉えられる方法（相図を描く方法）を解説
し、相図から現象の予測をする。高校数学の微分、積分、ベ
クトルの知識を前提とした内容である。	

小川　聖雄（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月20日 教諭
高等学校教諭

（数学）
6,000円 15人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505445号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】子ども・保護者理解と生徒
指導・教育相談

現代の学校が直面する様々な生徒指導上の課題につい
て，学級経営，道徳の授業づくり，教育相談，子ども理解，
保護者対応など幅広い側面から，その解決のアプローチを
考えます。

伊藤　理秀（神戸市教育委員会　主任指導員）
平山　直樹（神戸市教育委員会　専門指導主
事）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月20日 教諭

小学校教諭，中
学校教諭，高等
学校教諭，特別
支援学校教諭

6,000円 40人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505446号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】乳幼児教育における子育
ての支援に関する保育者の役割

乳幼児教育における子育ての支援については、保護者対
応のみならず、保護者との関係性やほかの諸機関との連携
も重要である。主に先進的な取り組みを実施しているニュー
ジーランドの幼児教育を紹介しながら、わが国における保育
者の役割を概説する。

名須川　知子（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505447号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】これだけは理解しよう－
外国人児童生徒等教育

講義や演習を通して①国や県（主に兵庫県）の施策、②外
国人児童生徒等の学校生活上における課題、③日本語指
導・学習支援の在り方、④児童生徒の日本語能力測定方法
の概要を理解し、多文化共生の視点をもちつつ、学校にお
いてどのような取組を進めていくことが必要かを考える。

村松　好子（兵庫県教育委員会　播磨東教育事
務所　所長）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月23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 25人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505448号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】マネジメントの視点から学
級経営を考えるB

学校マネジメントについて，従来の学校教育中心のマネジメ
ントではなく，地域や家庭と連携しながら，地域住民の意向
（民意）を反映した公共性の高い学校固有（公務員型）のマ
ネジメントへの転換が重要であることに着目し，従来の学級
経営に加え，マネジメント的視点から学級経営を改善してい
くための考え方を学び，応用力を身につける。

日渡　円（大津市　教育長）
楠本　誠（松阪市教育委員会　学校支援課指導
主事）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505449号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】いじめ問題の理解と対応
の実際

いじめ問題の本質と最近のいじめの特徴，及びその背景に
関する心理学的・社会学的理解を基盤に，「いじめ防止対策
推進法」の制定から7年が経過した現在の学校の対応課題
を明らかにするとともに，具体的事例の検討を通して，いじ
め問題への対応の実際について学ぶ。いじめの未然防止, 
早期発見・早期対応, 問題解決を図るために必要な知識と
技法，及び組織的対応を進めるためのマネジメント力を習得
することを目標とする。

新井　肇（関西外国語大学　外国語学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月24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

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505450号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】思考力・判断力・表現力を
育てるＮＩＥを活用した小学校社
会科授業づくり

兵庫県内においてはＮＩＥの実践指定校が推進的な役割を
果たしながら，学校での活用法を提案している。特に，新た
な学習指導要領では社会科授業を活性化する方法として，
アクティブラーニングを活用した授業づくりが注目されてい
る。そこで，本講習では思考力・判断力・表現力を育成する
新聞を活用した社会科授業づくりを考えたい。

福田　喜彦（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505451号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】次世代型学校リーダー
シップB

リーダーシップは学校の管理職，いわゆるリーダーだけに必
要な能力ではなく，教諭にも必要な能力である。それは学級
経営や日々の指導の中で児童・生徒に発揮されるべき能力
である。従来のリーダーシップとは別の視点からとらえ，対
人関係をインプットとアウトプットから整理し，インプットの組
織をどうみるか，チームをどうみるか，の考え方を学び，応
用力を身につける。

日渡　円（大津市　教育長）
谷口　史子（京都光華中学校・小学校　校長）
鈴木　淳（北海道教育委員会　教育指導監）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505452号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

151 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

兵庫教育大学
【選択】幼児教育で大切にしたい
こと

幼児教育をめぐる課題や幼稚園教育要領から幼児に育成
すべき資質・能力について解説する。幼児教育で大切にし
たいことを学び，教師としての資質を高めるため，幼稚園教
育の実践を通して講話・グループワークから考え合う場とす
る。

榎田　智子（神戸市教育委員会　指導主事）
兵ヶ谷　深行（神戸市教育委員会　指導主事）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月25日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505453号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】歯と口の健康：学校保健
データを読み解く

口は食物の消化吸収の出発点としての重要な役目を担って
います。乳歯の虫歯は，すでに下に埋まっている永久歯に
悪影響を及ぼします。学童期に噛む習慣や適正な食習慣を
身につけなければ，成長とともにその修正は困難になりま
す。本講習では，学校保健データを読み解いて，現状の問
題点を把握し，学校現場での保健指導の際に必要な知識と
考え方の習得を目指します。

岡本　希（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭，小
学校教諭，養護
教諭，栄養教諭

6,000円 25人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505454号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】これからの学校を考える
―学校内外の連携協力を通して
―B

こんにち，「信頼される学校」を目指した様々な取り組みがな
されています。本講習では，「学校内外の連携協力」という
視点から，これからの学校の在り方について学びます。主な
内容は，①信頼される学校の姿，学校内外の連携協力の意
義や方法（例：授業評価，学校評価，学校支援地域本部，学
校運営協議会等）に関する講義，②①を踏まえた「これから
の学校の在り方」に関するグループ演習です。

諏訪　英広（教育政策ﾄｯﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ養成ｶﾘｷｭﾗ ﾑ
研究開発室准教授）
小西　哲也（教育政策ﾄｯﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ養成ｶﾘｷｭﾗ ﾑ
研究開発室教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 25人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505455号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学

【選択】日本の「伝統と文化」に関
する教育課程と授業実践―グ
ローバル世界への日本文化の発
信―

わが国の教育改革を図るために，平成18年12月の教育基
本法改正を踏まえて現行の学習指導要領では「我が国の伝
統と文化」に関する教育課程が重視されている。その意図
は，国際社会において重要な役割と交流を推進する日本人
としての資質形成にある。この動向を踏まえて，「伝統と文
化」に関する先進的取り組みをしている小中高の教育課程
と授業実践を考察する。そして，グローバル世界へ日本文
化の発信を意図する「鯉のぼり」「折り紙」教材の授業を紹介
し、「鯉のぼり」の作成をする。

中村　哲（桃山学院教育大学　教育学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月28日 教諭 全教諭 6,000円 50人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505456号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】私たちの強みを生かした
学校づくりへの冒険

90年代以降の教育改革は各学校に自主性・自律性を求め
ている。これは自分たちの手で魅力的な学校を創造できる
時代が到来したことを意味する。この時、学校の「強み」や
「よさ」の発見・活用・拡張のプロセスが鍵を握る。そこで本
講習では、AI（Appreciative Inquiry）という新しい組織開発の
方法論を講義し、その方法論にもとづいた演習を通して、こ
れからの学校づくりについて受講生の理解を深める。

安藤　福光（大学院学校教育研究科准教授）
緩利　誠（昭和女子大学　人間文化学部専任講
師）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月29日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭，高等

学校教諭
6,000円 32人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505457号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】ミスやピンチから学ぶ、情
報の共有で組織力を向上させま
しょう！「こんな時、どうする？」B

学校現場には多種多様な業務があり、日々さまざまな出来
事が起こっている。個人として完璧な対応を心掛けていて
も、知らず知らずのうちにミスやピンチが近くに忍び寄ってき
ていると考えるべきであろう。その時々の体験や状況を職場
で共有できれば、似た状況下での未然防止に役立つだけで
なく、情報としての価値も高まる。ミスやピンチを学校全体で
共有できる文化や風土について、演習やグループワークを
中心に考えていく。

稲垣　健（神戸市立高羽小学校　校長）
里　昭憲（神戸市立御影小学校　校長）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 32人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505458号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】教科を越える、社会に開く
カリキュラムづくりへの招待

90年代以降の教育課程改革は、教科を横断した学習や実
社会との関連性を重視した学習を求めるようになった。とは
いえ、その意義や方法に関する情報の不十分さもあって、
実施には困難が予測される。本講習では、教科を横断し、
社会に開かれたカリキュラムづくりの意義等を講義（午前）
し、それにもとづいた演習（午後）を通して、これからの学校
に求められるカリキュラムづくりに関する受講生の理解を深
めることを目的とする。

安藤　福光（大学院学校教育研究科准教授）
緩利　誠（昭和女子大学　人間文化学部専任講
師）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月30日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭，高等

学校教諭
6,000円 32人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505459号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

兵庫教育大学
【選択】幼児期・児童期に育む，
学びにつながる力

本講習では，幼児期から児童期の子どもの発達を概観した
上で，特に学びにつながる力として実行機能と学習意欲に
ついて取り上げ，理論的な理解を深めます。それらの力に
関する国内外の研究知見を紹介するとともに，参加者同士
の意見交換により，学び合う場にしたいと思います。

細谷　里香（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年9月6日 教諭
幼稚園教諭，小

学校教諭
6,000円 24人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505460号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】ことばの理解・産出・学習
の視点から考える英語科教育

この講習では，ことばの理解・産出・学習について扱った心
理言語学・第二言語習得理論を概観し，外国語として英語
を学習する日本人英語学習者を対象とした最新の心理言語
学・神経脳科学・言語教育学の研究成果に基づいて議論を
行うことを通して，英語科教育や日本人英語学習者につい
ての理解を深め，確かな理論に基づいた授業実践を行う上
で必要な基盤的知識の形成を目指します。

鳴海　智之（大学院学校教育研究科講師） 兵庫県加東市 6時間 令和2年9月6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 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505461号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】カンタン指揮法！〜リコー
ダー合奏とともに〜B

音楽発表会や地域の行事などで，子供達の指導や指揮を
行う担任の先生方を対象とした初級者のための指揮法基礎
をリコーダー合奏と共に学びます。受講者全員がリコーダー
アンサンブルを演奏しながら，各自が順番に指揮を行なうこ
とで講習を進めていきます。指揮法のみ，またはリコーダー
演奏のみでの受講はできません。受講希望者は指揮棒と，
ソプラノリコーダー，アルトリコーダー（両方演奏する予定）の
準備をお願いします。

河内　勇（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年9月6日 教諭
幼稚園教諭，小

学校教諭
6,000円 15人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505462号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】アンケート調査および実
験データの解析法入門

学校現場では，平均値だけに過度に着目した議論がしばし
ば見受けられる。本講習では，平均値だけに着目すること
の弊害について，クイズ形式の演習やグループ・ディスカッ
ションを交えながら解説し，平均値と合わせて考慮すること
が望ましい統計量や観点について，理論的な理解を深める
ことを目指す。
キーワード：代表値，散布度，ヒストグラム，箱ひげ図，確率
分布，帰無仮説検定，エビデンスレベル

澤山　郁夫（教育政策ﾄｯﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ養成ｶﾘｷｭﾗ ﾑ
研究開発室助教）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年9月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505463号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】主体的に学ぶ子どもたち
を育てる保育を目指して

平成30年施行の幼稚園教育要領では，主体的・対話的で深
い学びが実現するように留意することが求められている。こ
の講習では，日々の保育や環境，あるいは行事などを通し
て，子どもたちが自ら活動にかかわり，対話を通して深く学
べるようにするにはどのようにしたらよいかを，実践事例を
通して学ぶとともに，グループワークの演習により，自己の
保育を振り返ってその改善を目指すこととする。

鈴木　正敏（大学院学校教育研究科准教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年9月22日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和2年4月7日～
令和2年5月6日

令02-
10060-
505464号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】自己肯定感を育む運動遊
び

自己肯定感は、自己実現、生きる喜びに最も大きな影響を
長い期間与え続けると言われています。幼児期から児童期
はこの自己肯定感を育む重要な時期であり、「運動遊び」で
のよい経験が自己肯定感の高まりを促します。自己肯定感
を培う「運動遊び」について、講義・演習・実技を通して考え
ます。

筒井　茂喜（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県加東市 6時間 令和2年9月26日 教諭
幼稚園教諭，小

学校教諭
6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505465号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学 【選択】体育授業を支える心理学

本講習では，「体育授業を支える心理学」をテーマに「動機
づけ」に関する基礎理論や概念を中心に紹介する。また，体
育授業の問題や課題に対して体育心理学がどのように貢献
できるのかについても解説していく。特に「体育を楽しめる
（楽しめない）生徒の特徴は何か」，「生徒が成長できる授業
雰囲気づくりとは何か」など生徒理解や授業雰囲気を体育
心理学の観点から迫り，授業展開や指導法についての理解
を深めることを目的とする。

中須賀　巧（大学院学校教育研究科講師） 兵庫県加東市 6時間 令和2年9月27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）

6,000円 15人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505466号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/
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兵庫教育大学
【選択】特別支援教育基礎論（制
度のこれまでとこれから）

特別支援教育の歴史的変遷と制度の基本的な枠組みを理
解する。インクルーシブ教育の推進における現状と課題を
整理して，共生社会の形成に向けた展望を議論する。

内海　友加利（大学院学校教育研究科助教） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月30日 教諭 全教諭 6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505467号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】特別支援教育基礎論（教
育課程と自立活動の理解）

特別支援教育における教育課程編成の原理と特徴につい
て概説する。教育課程の編成や実際の指導において重要
である自立活動に着目し，その理念及び成立の過程を理解
する。それらを踏まえて，個別の指導計画作成の手続きの
在り方について考察する。

内海　友加利（大学院学校教育研究科助教） 兵庫県加東市 6時間 令和2年7月31日 教諭 全教諭 6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505468号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】肢体不自由児心理・指導
法(肢体不自由児の心理・生理・
病理）

以下の内容について肢体不自由児を中心としながら，知的
障害児・病弱児を包含しての講義を行う。
①身体の構造と機能、肢体不自由の病理，②動作不自由
に対する指導，③運動障害についての理解と援助，④ＩＣＦと
目標指向的アプローチ

石倉　健二（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月26日 教諭 全教諭 6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505469号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【選択】肢体不自由児心理・指導
法(肢体不自由児の教育課程・指
導法）

以下の内容について肢体不自由児を中心としながら，知的
障害児・病弱児を包含しての講義を行う。
①肢体不自由児教育と療育の歴史，②肢体不自由教育に
おける教育課程の編成，③特別支援教育における諸計画と
実態把握，④二次的問題の予防と社会資源の活用

石倉　健二（大学院学校教育研究科教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月27日 教諭 全教諭 6,000円 20人

令和2年4月7日～
令和2年5月6日

(備考　４月７日～４月９
日は，卒業生・修了生

優先受付期間)

令02-
10060-
505470号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

山口大学
【選択】地形と歴史からたどる山
口

この講座では，まず，座学で地理学・歴史学による山口の町
や景観の読み方を学び，続く野外活動において，地図や絵
図をもって街を歩きながら，座学で学んだ地理学・歴史学の
視点で，山口の街・道・土地の利用について考察していく．

楮原　京子（教育学部准教授）
森下　徹（教育学部教授）

山口県山口市 6時間 令和2年6月6日 教諭
小学校・中学校
社会科・高等学

校地歴教諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505898号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】はじめて学ぶ英語の歴史

英語史を学んだことのない人，忘れてしまった人のための易
しい内容です。英語は日本語に比べて歴史的に大きな変化
を受けています。英語の歴史を大まかな時代区分ごとに把
握し，発音とつづり字の不一致，不規則な活用形など，学習
初期に苦労する内容の背景を理解します。毎日使うものに
限って不規則な形が残るため，学習初期には覚えなければ
ならないことがどうしても多くなります。このような初学者の
疑問や悩みに共感できるようになり，職務上の必要があれ
ば簡単なアドバイスができるだけの知識を身につけます。

岩部　浩三（人文学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年6月6日 教諭
小学校教諭，中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505899号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】特別支援の心理学

特別支援の心理学（応用行動分析学）の基本的な考え方、
LD・ADHD・ASD等の特徴、子どもたちの示すさまざまな行
動問題の分析と具体的指導方法、指導上の留意事項、支
援を必要とする子どもが在籍する学級運営や合理的配慮等
について、近年の研究知見に基づき、わかりやすく解説する
（可能な限り多くの指導事例を紹介する）。

松岡　勝彦（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年6月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 60人
令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505900号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】コンピュータの活用(記録
メディア活用と注意点等)

近年の教育現場ではコンピュータを用いて教材の作成や成
績の管理等が行われることも多くなって来ましたが記憶メ
ディア(HDD やフラッシュメモリ等)に関するトラブルも頻発し
ており、深刻なデータ損失を招く事態も数多く生じています。 
本講習では記憶メディア及びそのデータ構造に関して基礎
知識を得ると共に、万が一の事故によるデータの損失時に
取り得る方法や、データの復旧を行う際に利用可能なソフト
等の紹介をします。

岡田　耕一（大学教育機構講師） 山口県山口市 6時間 令和2年6月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505901号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html
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山口大学
【選択】理科の見方・考え方を育
成する化学実験基礎講座

主に小学校教員を対象とし、化学分野の実験を行いなが
ら、基礎的な事項を原点に立ち返って学習する。
さらに、理科の見方・考え方とは何か，またそれらを育成す
る理科教育の在り方などについても，具体例を通して考えて
いく。

村上　清文（教育学部非常勤講師）
和泉　研二（教育学部教授）

山口県山口市 6時間 令和2年6月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 24人
令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505902号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】体験ランドアート

近年の現代美術の表現方法の拡張は造形遊びなどに限ら
ず学校現場にも影響を与えており、従来の枠組みに収まら
ない表現も増えてきている。本講座では環境と美術の関係
についてランドアートの手法を使い作品制作および発表す
る。

中野　良寿（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年6月7日 教諭
小学校教諭，中
学校・高等学校

美術教諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505903号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】超スマート社会に向けて：
電気の基礎知識とロボット・再生
可能エネルギー技術

本講習の前半では、小・中・高校生にも理解できる資料を用
いて、平易な言葉で、身の回りの電気の基礎知識を深める
講義を行う。また、後半では、超スマート社会の実現に向け
た電気技術の発展形として、「ロボット」、「再生可能エネル
ギー」に関連するさまざまな技術を紹介する。講習を通じて、
電気の基礎と先端技術の面白さや課題を生徒に伝えるため
のいくつかのトピックスを提供する。

若佐　裕治（大学院創成科学研究科教授）
西藤　聖二（大学院創成科学研究科准教授）

山口県宇部市 6時間 令和2年6月20日 教諭

小学校教諭，中
学校技術・理科

教諭，高校理科・
情報・工業教諭

6,000円 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505904号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】石膏レリーフ制作

学校で行う図画工作や美術における立体造形分野としての
レリーフ制作を通して、粘土の活用と正しい石膏の取り扱い
を指導する。主に植物や身の周りにある物を使って直接粘
土原型を作成し、石膏を流すことでその物の形を取る。テー
マに応じた物の選定や、構成力を育む内容である。

上原　一明（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年6月20日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の美術担当教

諭

6,000円 16人
令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505905号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】子ども理解を深める

　本講習では、乳幼児期からの子どもの発達について、生
活や遊びの様子など、具体的な子どもの姿から、子どもの
行動や心の動きを読み解きながら、子ども理解を深めてい
く。保育者や教師に必要な専門性としての子ども理解とし
て、乳幼児期の生活から小学校への移行する子どもの発達
を見通すことや、幼小の連携等、教育実践における現代的
課題も含めて考えていくとともに、保育者や教師に必要な基
本的な姿勢や態度についても演習等を踏まえ、検討を行っ
ていく。

川﨑　徳子（教育学部准教授） 山口県山口市 6時間 令和2年6月20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 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505906号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】童謡・唱歌を通しての歌
唱指導と歌唱表現

幼稚園、保育所の現場で今も歌い継がれている童謡、小学
校で歌唱共通教材として指示されている曲について、歴史
的背景、エピソードを知り、歌詞のもつ言語的特性を学びな
がら、歌唱指導と歌唱表現する両方の視点から、呼吸法、
発声技術、歌唱力の向上を実践的に研修する。正確な旋律
の範唱、声楽アンサンブルへと展開していき、コンサート形
式の実技発表を目指す。

久光　明美（宇部フロンティア大学短期大学部　
保育学科講師）
佐々木　ちとせ（宇部フロンティア大学短期大学
部　非常勤講師）

山口県宇部市 6時間 令和2年6月20日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505907号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】児童生徒の問題行動の
理解と対応（講習）

児童生徒のさまざまな問題行動について児童生徒や保護
者の心理から理解し、学校現場での実際の対応について考
える。具体的な事例にもふれ、事例に合わせた個別の対応
についても検討する。講習は主に講義形式で進めるが、小
グループでの検討と発表も行う。なお、担当講師は公認心
理師・臨床心理士であり、現職のスクールカウンセラーとし
て小学校、中学校、高等学校にも勤務している。

桝本　俊哉（宇部フロンティア大学　人間社会学
部講師）

山口県宇部市 6時間 令和2年6月21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 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505908号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】第3回小中一貫教育研究
発表大会

○新学習指導要領に対応した，各教科等の「見方・考え方」
を大切にした授業の具体を提案。
○小中9年間を学びで貫く小中一貫教育のモデルを提案。
○分科会での協議及び講演。
○附属光小・中学校で実施される研究発表大会に終日参加
してください。

野村　厚志（教育学部教授）
荒瀬　浩一（教育学部附属光中学校長）
𠮷川　幸男（教育学部教授）

山口県光市 6時間 令和2年6月26日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 50人

令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505909号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html
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山口大学 【選択】西洋における音楽の歴史

いわゆる大作曲家による名作を通時的に並べてその解説を
おこなうことはせず、社会との関連に力点を置きながら西洋
における音楽の歴史を概観する。また、進歩史観ならびに
西洋中心主義をキーワードにして、西洋音楽史がどのよう
に構築されているかにも言及する。

斎藤　完（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年7月11日 教諭

小学校，中学校
音楽・社会教諭，
高等学校音楽・
地歴・公民教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505910号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】持続可能な自然観光資源
管理と経済学の役割

近年日本では観光立国推進基本法が成立し、観光は21世
紀の日本の重要な政策の柱として位置づけられている。し
かし観光の促進はオーバーツーリズム等の問題をもたらす
ことが懸念される。そのため最近では過剰利用が懸念され
る観光地で入域料徴収や利用人数調整等の施策が導入さ
れつつある。そこで本講習では国内外の持続可能な観光政
策の動向を概観するともに、経済学が持続可能な観光を実
現に果たしうる役割を解説していく。

諏訪　竜夫（経済学部准教授） 山口県山口市 6時間 令和2年7月11日 教諭
中学校社会・高
等学校商業・公

民教諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505911号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】子どもの育ちと遊びを考
える　～保育内容5領域を中心に
～

幼児期の教育における「遊び」の位置づけを新幼稚園教育
要領の保育内容から理解するとともに、保育内容5領域（人
間関係・環境・健康・言葉・表現）を統合し、総合的に関連付
けて学びを深めていく。さらに、保育実践の事例を通してグ
ループワークを行い、より実践につながる保育活動（遊び）
づくりを目指す。

重村　美帆（宇部フロンティア大学短期大学部　
保育学科准教授）

山口県山口市 6時間 令和2年7月11日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 45人
令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505912号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】通常学級に在籍する神経
発達障害児の理解と対応

（１）神経発達障害児の基本的な特徴：通常学級に在籍する
ＳLD、ADHD、高機能ASDの基本的特徴を理解する。（２）小
学校から高校までの支援：学童期から思春期・青年期まで
の発達的特徴を理解しながら、学習や対人関係のための支
援のポイントを考える。（３）心理アセスメントの基本的理解：
WISC-Ⅳ知能検査の基本的な視点を通して、神経発達障害
児の特性を理解する。

木谷　秀勝（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年7月11日
教諭

養護教
諭

小・中・高校教
諭、特別支援学
校教諭、養護教

諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505913号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】漢文セミナー（作品理解）

本セミナーでは、中国文学（漢文）作品を対象にし、その表
現の特質と内容の本質について講述する。専門的知見に依
りつつ作品理解を深めることによって、教材研究の深化に寄
与することを企図している。

根ヶ山　徹（人文学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年7月18日 教諭
中学校・高等学
校国語担当教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505914号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】哲学してみよう！

　哲学を学ぶのではなく、「哲学すること」を共に学びます。
すなわち自ら哲学的な問いを発し、共に考える態度を養い
ます。哲学的な問いを発するのも、哲学するのも受講者の
皆さんです。私は何も教えません。と言うか教えることができ
ません。私も皆さんと一緒に問いを発し、共に哲学します。
共に哲学する能力、幼児児童生徒に哲学させる技術を身に
つけることを目標にします。哲学的なテーマを幼児児童生徒
に考えさせる際の活用が考えられます。

佐野　之人（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年7月18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 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月11日

令02-
10070-
505915号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】数の体系（四則演算や連
続概念のバックグラウンドの解
明）

自然数から始めて，整数、有理数、無理数、複素数と数を順
次，数学的に厳密に拡大していく論理を紹介します。そのま
ま教育現場にもちこむべき内容ではありませんが，高校教
諭の先生方が一度はこの論理を総覧したうえ教養として踏
まえておくことは，指導に厚みを与えることになります。主な
対象は高校数学教諭を想定していますが，中学校教諭の方
も有理数の範囲は教えておられるため、受講していただくと
お役に立ちます。

牧野　哲（大学教育機構非常勤講師） 山口県山口市 6時間 令和2年7月23日 教諭
高等学校数学教

諭
6,000円 30人

令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505916号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】日本音楽入門：諸ジャン
ルの解説とその歴史

日本における音楽の歴史を概観しながら、雅楽、能狂言、
歌舞伎、人形浄瑠璃などといった主要な音楽ジャンルの特
徴をわかりやすく教示する。なお、歴史については、「外来
→土着化」によって特定のジャンルが成立するまでを中心に
扱うことを考えている。

斎藤　完（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年7月23日 教諭

小学校教諭，中
学校音楽・社会・
国語教諭，高等
学校音楽・地歴・
公民・国語教諭

6,000円 30人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505917号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html
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山口大学 【選択】運動と健康

　私たちの日常生活は、科学技術の進歩に伴う自動化、機
械化や情報化によって大変便利になっています。一方で、
それらによる自ら活動する機会の減少は、運動不足をもた
らし生活習慣病を増やすなど、人々の健康を脅かしていま
す。本講習では、運動不足や定期的な運動が身体に及ぼす
影響について、主に循環系を中心に概説します。

曽根　涼子（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年7月23日
教諭

養護教
諭

小学校教諭，中
学校保健体育担
当教諭，養護教

諭

6,000円 40人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505918号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】算数・数学科におけるアク
ティブ・ラーニング

学校教育において今日求められているアクティブ・ラーニン
グにおいては，児童・生徒の主体的・対話的で深い学びを
実現することが求められている．表面的な活動を超えて，真
正の学びを実現するため，本講習では，アクティブ・ラーニン
グに関わる背景と諸理論を解説し，各々の教育現場の状況
に合わせて算数・数学科で実践や評価をデザインしていくた
めの指針を議論する．

関口　靖広（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年7月24日 教諭
小学校教諭，中
学校・高等学校

数学教諭
6,000円 50人

令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505919号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】特別支援の教育学

　障害（知的障害、自閉症、ＬＤ、ADHD等）のある児童生徒
を念頭に置く。彼らの将来の豊かな社会生活を目指し、教
科・領域を合わせた指導の在り方や学習意欲を高める指導
の在り方等について、具体的事例をもとに解説する。また、
通常学級に在籍する配慮を要する幼児児童生徒への指導
の在り方、並びに、その保護者への対応のあり方を解説す
る。

松田　信夫（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年7月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505920号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】子どもの育ちを支える声
や音・音楽を活用した表現活動
について

新幼稚園教育要領（平成30年4月施行）から幼稚園教育に
おいて育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育っ
てほしい姿」について読み解く。乳幼児期は人間としての豊
かな表現する力を育てる重要な時期である。子どもの表現
するプロセスを理解し、人間の表現の基盤となる聴く力を育
て、声や音・音楽を使った表現活動を通して子どもの感性や
創造性、さらに表現する力、音楽性を育てていく方法を実践
しながら学ぶ。さらに、声や音・音楽を通して保育者自身の
豊かな表現のスキルアップを目指す。

村上　玲子（宇部フロンティア大学　非常勤講
師）

山口県山口市 6時間 令和2年7月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505921号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】高め合う集団づくりをめざ
す体験活動の指導

学校の教育活動に体験活動を取り入れることの意味を理解
し，体験活動を指導する上での指導方法や安全管理につい
て講義と実習を通して学び，学級経営や生徒指導に活か
す。

小林　真一（国立青少年教育振興機構　参事兼
広域主幹）
鈴木　邦治（福岡教育大学　教育学部教授）
藤井　一憲（山口県教育庁　義務教育課　教育
調整監）
中村　慶治（国立山口徳地青少年自然の家　次
長）

山口県山口市 18時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31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

20,520円 40人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505922号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】地域経済の歴史を学ぶ～
港町・下関の盛衰～

下関という港町・港湾都市の歴史を素材として、地域史・経
済史の観点から日本史に対する理解を深める。具体的に
は、近世期に下関が港町として繁栄する過程を明らかにす
るとともに、近代以降に停滞していく要因についても分析す
る。日本史の教科書にも登場する問屋、西廻り航路、北前
船、越荷方などの事象は、下関の歴史にどう関わっていた
のか。時代の趨勢の中で解き明かしていきたい。

木部　和昭（経済学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小・中（社会）・高
等学校（地理歴
史・公民）教諭

6,000円 40人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505923号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】歌い方講座～発声から表
現まで～

歌唱技術のスキルアップを目的とし、講義形式による発声
理論の解説と個人レッスン形式で受講生全員に歌唱指導を
実践する.個人レッスンは公開で行い、多様な課題と対策に
ついて受講生全体で共有を目指したい.本講習では、各自で
歌唱課題を用意してもらう.小学校・中学校の教材程度の課
題が望ましい.

白岩　洵（教育学部講師） 山口県山口市 6時間 令和2年8月1日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高校音楽教

諭

6,000円 15人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505924号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html
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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
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山口大学
【選択】探究学習づくりとティーチ
ング・ポートフォリオ

新・学習指導要領の策定に伴い、生徒の主体的で対話的で
深い学びを基本に、教科を超えて学校全体での探究学習の
促進が求められている。本講習の前半では、アクティブ・
ラーニング型授業や学習評価の取組実績を参考に、探究学
習づくりのポイントについて学ぶ。その上で、本講習の後半
では、教育・学習の新しい姿が求められる中、教師が自らの
価値観（教育・学習観）を省察することが大切であり、そのた
めのツールとして注目が集めるティーチング・ポートフォリオ
について学び合う機会を提供する。

林　透（大学教育機構准教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 30人

令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505925号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】子どもと学校の社会史

本講習では、学校関係者が自明視して疑わない、子どもと
学校のあり方を中心に、歴史学的に考えます。例えば、家
族愛とは当たり前の感情でしょうか。子どもたちに読み聞か
せる童話とは、いったい何を描いているのでしょうか。また、
教師は時間厳守を指導するものですが、時計の発明以前は
どうしていたのでしょうか。
こうした一見当たり前のことについて歴史を遡って考えるこ
とで、教師は子どもにいったい何を教えているのか、認識
（再認識）してもらうのが本講習の狙いです。きっと衝撃を受
けるでしょう。

竹中　幸史（人文学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月2日 教諭
小・中学校、高等

学校教諭
6,000円 50人

令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505926号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】授業について語り合う会in
光

○小・中学校の各教科等の授業づくりのアイディアを附属学
校から提案し，参加者とともに授業づくりについて語り合う。
○教育学部教員による授業づくり講話。

野村　厚志（教育学部教授）
荒瀬　浩一（教育学部附属光中学校長）
𠮷川　幸男（教育学部教授）

山口県光市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 50人

令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505927号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】山口県のパン用コムギの
栽培と利用

この講義では，山口県で栽培されるパン用コムギ品種「せと
きらら」の栽培方法や利用技術について学ぶ．栽培方法の
講義では，山口県の二毛作栽培で生産される麦類の栽培
環境や麦種の特性，それらに応じて作られた栽培技術につ
いて学ぶ．利用技術については，コムギの加工特性を決め
る要因について学び，実際にこれらを用いた加工演習など
を行う．

高橋　肇（大学院創成科学研究科教授）
荒木　英樹（大学院創成科学研究科教授）

山口県山口市 6時間 令和2年8月18日
教諭

栄養教
諭

中学校理科・技
術・家庭科，高等
学校理科・家庭

科・農業教諭，栄
養教諭

6,000円 20人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505928号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】外国文学を通じて理解す
る西欧文化

この講習は、ヨーロッパの文学作品、絵画、映画に出て来る
ファム・ファタール（宿命の女）のイメージを検討するもので
ある。サロメ、クレオパトラ等がどのように描かれて来たかを
検討することによって、西欧の文化や考え方についての知
識を深めるのが目的である。

Michel   de　Boissieu（人文学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学

校英語教諭
6,000円 20人

令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505929号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】考え深め確かめる自然科
学の授業

自然科学の内容の系統性と自然科学教育における認識の
順次性を意識した授業創りについて紹介する。授業におけ
る子どもたちの課題意識をどのように設定するか、学習集
団における討論活動をどのように組織するか、さらに実験や
観察でどのように子どもたちの科学的仮説を検証するのか
を、理科の授業実践をもとに考察する。また、子どもたちの
科学的認識を深める実験や観察についても実際に行いな
がら検討する。

栗田　克弘（教育学部准教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校教諭，中
学校理科教諭

6,000円 20人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505930号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】発育期のからだと運動・ス
ポーツ

最近の子供の形態や運動能力の発育変化の特徴について
概説する。また、それを踏まえた発育期のスポーツ障害の
特徴と予防法などについて講義し、 発育期の運動・スポー
ツの在り方について考察する。

杉浦　崇夫（教育学部教授）
丹　信介（教育学部教授）

山口県山口市 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

幼・小・中学校保
健体育教諭，養

護教諭
6,000円 40人

令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505931号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html
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山口大学
【選択】原爆文学を通して平和教
育を考える

この講習では，原爆について生徒たちに考えてもらう際のさ
まざまな問題点について議論し，平和教育を通して彼ら／
彼女らに何を学ばせるか，ということを検討します。平和教
育は画一的になりがちですが，原爆に対する認識がよい意
味で変わるような材料を提示しながら，原爆を扱った文学作
品等を読んでいき，平和教育のあり方を考えます。途中でグ
ループワーク（ロールプレイ）も実施する予定です。

野坂　昭雄（人文学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校，中学校，

高等学校教諭
6,000円 20人

令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505932号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】図画工作科、これをやっ
て、あれをやめれば、もっと楽しく
なる

図画工作科が児童にとっても教師にとってもより楽しくなる
ように、そして図画工作科がより充実するように、近年の動
向を踏まえて吉田流提案を行う。図工よりももっと広く、たと
えば「協同的な学び」や「リレー指名」などについても講ず
る。　【これをやってみませんか】①鑑賞学習（特に対話型鑑
賞）　②立体　③造形遊び　④美術史・美術理論　⑤協同的
な学び　【これをやめてみませんか（やめるだけで良くなる）】
①作らせっぱなし図工　②コンクール出品　③マニュアル化
された図工　④リレー指名　⑤相互評価
主な受講対象者は小学校教諭とするが、他校種理解のた
め小学校教諭以外も対象とする。

吉田　貴富（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505933号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】小・中学校教員のための
プログラミング入門

プログラミング的思考とは何かについて考察した後、プログ
ラミング教育の現状を紹介します。またコンピュータ動作原
理を解説するとともに、scratchを用いて簡単なプログラミン
グを行うことによってプログラミングの基礎を習得することを
目的とします。

川村　深雪（株式会社YOODS　システム開発担
当）

山口県山口市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 20人

令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505934号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】子どもの育ちを支える声
や音・音楽を活用した表現活動
について

新幼稚園教育要領（平成30年4月施行）から幼稚園教育に
おいて育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育っ
てほしい姿」について読み解く。乳幼児期は人間としての豊
かな表現する力を育てる重要な時期である。子どもの表現
するプロセスを理解し、人間の表現の基盤となる聴く力を育
て、声や音・音楽を使った表現活動を通して子どもの感性や
創造性、さらに表現する力、音楽性を育てていく方法を実践
しながら学ぶ。さらに、声や音・音楽を通して保育者自身の
豊かな表現のスキルアップを目指す。

村上　玲子（宇部フロンティア大学　非常勤講
師）

山口県山口市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505935号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】児童生徒の問題行動の
理解と対応（講習と事例検討）

児童生徒の問題行動について児童生徒や保護者の心理か
ら理解し、学校現場での実際の対応について考える。具体
的な事例にもふれ、事例ごとの個別の対応についても検討
する。講習は主に講義形式で進めるが、小グループでの検
討と発表も行う。なお、担当講師は公認心理師・臨床心理士
であり、現職のスクールカウンセラーとして小学校、中学校、
高等学校にも勤務している。なお、本講習では希望する受
講者より提供された事例についても検討する。

桝本　俊哉（宇部フロンティア大学　人間社会学
部講師）

山口県山口市 12時間
令和2年8月20日～
令和2年8月21日

教諭
養護教

諭

小学校，中学校，
高等学校教諭，

養護教諭
12,000円 40人

令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505936号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】偏光顕微鏡による岩石・
鉱物の観察

偏光顕微鏡とは、試料を通った光の振動・屈折などの性質
を知ることが出来る顕微鏡で、高校地学の教科書にも載っ
ているものである。しかし観察される現象の理論が難解なた
め、「こう見えるのは不思議だが、暗記しなさい」という教育
になりがちである（理科の授業として好ましくない）。この講
習では、身近な材料を用いた簡単な実験から始め、実際に
岩石・鉱物を偏光顕微鏡で観察する実習まで、体験しながら
講習を進めてゆく。主な受講対象者は中学校・高校理科教
諭であるが、小学校教諭も可とする。

志村　俊昭（大学院創成科学研究科教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高校理

科教諭
6,000円 20人

令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505937号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html
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山口大学
【選択】教育に役立つ芸術療法
（描画と物語）

描画と物語の構築を含む芸術療法の技法を、実際の実技を
通して学びます。幼児児童の主体的な思考や表現を促進す
るコミュニケーションのコツをつかみます。ワークを通して自
分の中で起こる変化を実感し、主体的な思考や表現が、創
造性や判断力につながることを理解します。また言葉に不
器用さのある幼児児童、役割取得の難しい幼児児童、能力
を発揮しにくい状態にある幼児児童にも適用できます。

三島　瑞穂（宇部フロンティア大学　人間健康学
部看護学科准教授）

山口県山口市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 20人

令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505938号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】絵本や絵巻を活用した古
典の授業づくり

近年、主体的に学び、考える力を育成するためにアクティブ
ラーニングが導入され、「伝統的言語文化」の指導において
も、読解力だけでなく、学習者が主体的に古典の価値を見
出し「古典に親しむ」ことが第一義的に求められている。本
講習もそれを踏まえ、前半では「古典に親しむ」授業づくりの
理論を解説する。後半では、古典の受容の具体物である絵
本や絵巻、漫画や現代語訳なども参照しつつ、幼小中高の
系統的な「古典に親しむ」授業づくりを体験する演習を行う。

坂東　智子（教育学部准教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月22日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭、中学・
高校国語教諭

6,000円 20人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505939号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】美学・美術史入門

本講習では、美学3時間、美術史3時間をそれぞれ講ずる。
前半の美学概論では、フィクション制作をめぐる理論の歴史
的変遷をたどり、後半の美術史概論では、イタリア・ルネサ
ンスの代表作家について所蔵美術館のコレクションに即して
紹介する。美学上の基礎的な知識ならびに西洋美術史の代
表作についての知識を身につけることによって、社会科や
美術科などの教科における関連事項を扱う際などに、拡が
りと深みのある授業展開が可能になると期待される。

村上　龍（人文学部准教授）
藤川　哲（人文学部教授）

山口県山口市 6時間 令和2年8月22日 教諭

中学校社会・美
術・高等学校地
理歴史・公民・美

術担当教諭

6,000円 50人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505940号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】学校・学級で取り組むポ
ジティブ行動支援

離席や私語、暴言や暴力といった子どもの行動問題に対し
て、「望ましくない行動を罰する」のではなく「望ましい行動を
育てる」という発想のポジティブ行動支援について解説す
る。講習では、ポジティブ行動支援の基礎となる応用行動分
析学について解説した後、行動支援の具体的な方法を演習
を通して考える。また、子どもへの個別的な対応だけでなく、
学級全体、学校全体で取り組む行動支援についても考え
る。小学校における事例を多く扱うため主な受講対象者は
小学校教諭、養護教諭とするが、幼稚園、中・高等学校教
諭も受講可能。

宮木　秀雄（教育学部講師） 山口県山口市 6時間 令和2年8月22日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、養
護教諭

6,000円 50人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505941号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】物質の構造と色

物質の構造と色との間には、密接な関係がある。近年コン
ピュータの処理速度の向上に伴って、物質の立体構造と光
（電磁波）の吸収を計算化学的方法により短時間で予測す
ることが可能となった。この講習では、物質が発色または変
色する化学反応を例にして、計算化学的方法と実験を通し
て、物質と光との相互作用について解説する。

谷　誠治（大学院創成科学研究科准教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校・高校理

科担当教諭
6,000円 20人

令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505942号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】保育の質を高めるための
記録について考える

みなさんは日々の保育について「何を」「どのように」記録し
ていますか？記録をすることで「日々の保育の質が高まって
いる」という実感があるでしょうか？この講習では、保育の記
録について知りたいこと悩んでいることを語り合ったり、様々
な記録の例を検討したり、子どもの映像を視聴して実際に記
録を書いたりしながら、「保育の質を高めるための記録」に
ついて一緒に考えていきます。

中島　寿子（教育学部准教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年5月22日～
令和2年5月30日

令02-
10070-
505943号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html
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山口大学
【選択】サイエンスミュージアム教
材活用術

小学校理科における地学分野の単元は、教諭にとって指導
しづらい単元である。そこで、科学館が教材制作した「流水
実験装置による実験」「化石のレプリカ制作実習」等を体験
し、科学館がおこなっている学校教育への支援のあり方や、
児童に興味を喚起させるような授業づくりのために科学館
がもつ教育資源（モノ・ヒト）の活用術について考察する。主
な受講対象者は小学校教諭であるが、中学校教諭も可とす
る。

松本　浩（人文学部非常勤講師） 山口県山口市 6時間 令和2年11月14日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505944号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】幼小中高の繋がりを意識
した授業づくり・教材づくり

より良い体育の授業または運動遊びの実施には、良い体育
授業の条件に沿って授業構成する必要がある。また、１つ１
つの運動の効果を高いものにするためには、内容の選定の
段階から様々な視点で考えていく必要がある。本講義では
発達段階の繋がりを意識した授業づくり・教材づくりについ
て扱っていく。

斉藤　雅記（教育学部講師） 山口県山口市 6時間 令和2年11月14日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校保

健体育教諭

6,000円 40人
令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505945号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】今も息づく山口の住まいと
暮らしの知恵

山口市は四季の移り変わりが明徴である一方、夏は酷暑、
冬は厳寒という特徴があります。昔の人びとは厳しい気候
の変化を様々な「知恵」と「工夫」で乗り越え、かつ積極的に
楽しんできました。古い住宅には、先人たちの試行錯誤の
成果が詰まっています。本講習では、近代山口の代表的な
住宅を訪問し、今に息づく住まいと暮らしの工夫や、科学的
な裏付け、歴史的背景について、各教科での学習内容との
関りを意識しながら解説します。

西尾　幸一郎（教育学部准教授） 山口県山口市 6時間 令和2年11月14日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭
6,000円 44人

令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505946号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】複素数を考える

複素数は虚数単位という現実ではありえない数を含む数の
一体系である。そのような数を考えることに疑念を感じるか
もしれないが、それは実数だけでは見ることのできない世界
を我々に見せてくれる。前半では複素数の歴史的な生い立
ちから始め、複素数を用いた平面図形の表現およびその変
換を扱う。後半は指数関数、三角関数を複素数の範囲まで
拡張し、その拡張によってわかる様々な性質や特徴を観察
する。

柳下　剛広（大学院創成科学研究科講師） 山口県宇部市 6時間 令和2年11月21日 教諭
中学校数学教

諭、高校数学教
諭

6,000円 40人
令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505947号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】身の回りの有機・高分子
化合物

子どもたちの理科・数学離れが問題視されて久しい。中高の
理数系教員は，理科や数学の重要性だけでなく，その楽し
さを伝えることも大切であろう。本講習では，私達の身の回
りにある材料を通して，中学校理科・高等学校化学で取り扱
う有機化学や高分子材料（プラスチック）の性質や構造につ
いて学ぶとともに，有機化合物や高分子化合物を用いた光
や色，電気化学に関係した実験を行う。これらを通じて，理
科・化学をより身近で楽しいものであると感じられるような授
業の素材を提供する。

鬼村　謙二郎（大学院創成科学研究科教授） 山口県宇部市 6時間 令和2年11月21日 教諭
中学校・高等学
校理科担当教諭

6,000円 16人
令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505948号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】環境に配慮した建築

建築は，安全性を確保しつつ，その時代の生活スタイル，社
会システム，エネルギー情勢，価値観の変化などを先取りし
ながら進化することが求められている。特に，資源枯渇や地
球温暖化などの問題に対しては，生活スタイルの見直しとと
もに環境負荷低減型の建築物の創造が要求される。我が
国のCO2排出量の約40%は建築関連分野から発生している
ため、現在国策として建築物の省エネ化・省CO2化が進めら
れている。本講習では，環境に配慮した建築について学び
ます。

小金井　真（大学院創成科学研究科教授）
桑原　亮一（大学院創成科学研究科准教授）

山口県宇部市 6時間 令和2年11月21日 教諭

中学校技術科担
当教諭、高等学
校工業科担当教
諭、中学校・高等
学校家庭科担当

教諭

6,000円 20人
令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505949号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html
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山口大学
【選択】廃棄物問題と循環型社会
について

廃棄物問題はすべての人々の生活に密着した問題であり、
社会の仕組みとも深く関連している。午前中の講習では、循
環型社会形成に向けたごみ処理のあり方を考えるための廃
棄物問題の基礎について説明する。午後の講習では、ごみ
の排出とその後の処理・処分について身近な具体例に基づ
いて説明するとともに、循環型社会形成に向けたごみ問題
への今後の取り組み方について考える。

今井　剛（大学院創成科学研究科教授）
樋口　隆哉（大学院創成科学研究科教授）

山口県宇部市 6時間 令和2年11月21日 教諭
小学校・中学校・

高校教諭
6,000円 60人

令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505950号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】児童生徒の問題行動の
理解と対応（講習）

児童生徒のさまざまな問題行動について児童生徒や保護
者の心理から理解し、学校現場での実際の対応について考
える。具体的な事例にもふれ、事例に合わせた個別の対応
についても検討する。講習は主に講義形式で進めるが、小
グループでの検討と発表も行う。なお、担当講師は公認心
理師・臨床心理士であり、現職のスクールカウンセラーとし
て小学校、中学校、高等学校にも勤務している。

桝本　俊哉（宇部フロンティア大学　人間社会学
部講師）

山口県宇部市 6時間 令和2年11月21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 40人

令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505951号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】高め合う集団づくりをめざ
す体験活動の指導

学校の教育活動に体験活動を取り入れることの意味を理解
し，体験活動を指導する上での指導方法や安全管理につい
て講義と実習を通して学び，学級経営や生徒指導に活か
す。

小林　真一（国立青少年教育振興機構　参事兼
広域主幹）
鈴木　邦治（福岡教育大学　教育学部教授）
藤井　一憲（山口県教育庁　義務教育課　教育
調整監）
中村　慶治（国立山口徳地青少年自然の家　次
長）

山口県山口市 18時間
令和2年11月21日～
令和2年11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

20,520円 40人
令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505952号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】学校・学級で取り組むポ
ジティブ行動支援

離席や私語、暴言や暴力といった子どもの行動問題に対し
て、「望ましくない行動を罰する」のではなく「望ましい行動を
育てる」という発想のポジティブ行動支援について解説す
る。講習では、ポジティブ行動支援の基礎となる応用行動分
析学について解説した後、行動支援の具体的な方法を演習
を通して考える。また、子どもへの個別的な対応だけでなく、
学級全体、学校全体で取り組む行動支援についても考え
る。小学校における事例を多く扱うため主な受講対象者は
小学校教諭、養護教諭とするが、幼稚園、中・高等学校教
諭も受講可能。

宮木　秀雄（教育学部講師） 山口県山口市 6時間 令和2年11月22日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、養
護教諭

6,000円 50人
令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505953号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】デジタルファブリケーショ
ン入門

中学校技術科担当教諭をおもな対象として学校教育におけ
る新しいものづくりの手法であるデジタルファブリケーション
技術について学ぶ。デジタルファブリケーション技術とは３D
プリンタ、レーザーカッター、CNC加工機などを用いたデジタ
ルデータによる新しいものづくりの手法である。実習では、
代表的なデジタルデータを生成する手法の一つである３ＤＣ
ＡＤを使用する方法について演習する。

森岡　弘（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年11月22日 教諭
中学校技術科教

諭
6,000円 15人

令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505954号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】幼小中一貫教育実践研
究発表会

幼稚園・小学校・中学校の１２年間の学びの連続性を踏まえ
た保育・授業公開、教科領域別分科会、研究発表など、幼
小中一貫教育の推進に係る保育・授業づくりや指導方法、
また新学習指導要領における育成すべき資質・能力、教科
における見方・考え方について学ぶことができる研修であ
る。

松田　信夫（教育学部教授）
大森　洋子（教育学部附属幼稚園副園長）
冨士本　武明（教育学部附属山口小学校副校
長）
末永　勝明（教育学部附属山口中学校校長）
河村　寛美（教育学部附属山口中学校教頭）

山口県山口市 6時間 令和2年11月27日 教諭
幼稚園・小学校・

中学校教諭
6,000円 100人

令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505955号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】プログラミング教育入門
（プログラミング的思考とプログラ
ミング実践）

本講習は、「プログラミング的思考」について学び、プログラ
ミングを体験することで、「プログラミングの有益性や楽しさ
を理解する」ことを目的とします。まず、「プログラミング教育
の必要性・あり方」について、主に小学校で取り扱う［プログ
ラミング的思考」を中心に学習し、次に、ビジュアルプログラ
ミング言語（Scratchを予定）を用いてプログラム作成につい
て学習します。その後、各教科等の授業におけるプログラミ
ング的思考の育成について検討します。

中田　充（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年11月29日 教諭

小学校教諭，小
学校プログラミン
グ教育に興味が
ある中高教諭

6,000円 20人
令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505956号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

山口大学
【選択】被服分野における最近の
事情

最近、本来は汗を吸わないポリエステルが学校指定の体操
服の素材になるなど、今までの常識とは異なる機能をもった
繊維素材が生活に入り込んできた。本講習では、そのような
新しい素材、新しい機能について解説するとともに、最近の
家庭用洗濯機、洗濯洗剤の動向を紹介する。また、最近の
クリーニング業者による洗濯事故事例も紹介し、消費者の
立場から対策を考察する。主に小学校教員と中高家庭科担
当教員を対象。

星野　裕之（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年11月29日 教諭
小学校教諭，中
学校家庭科・高
校家庭科教諭

6,000円 40人
令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505957号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】教育に役立つ芸術療法
（描画と物語）

描画と物語の構築を含む芸術療法の技法を、実際の実技を
通して学びます。幼児児童の主体的な思考や表現を促進す
るコミュニケーションのコツをつかみます。ワークを通して自
分の中で起こる変化を実感し、主体的な思考や表現が、創
造性や判断力につながることを理解します。また言葉に不
器用さのある幼児児童、役割取得の難しい幼児児童、能力
を発揮しにくい状態にある幼児児童にも適用できます。

三島　瑞穂（宇部フロンティア大学　人間健康学
部看護学科准教授）

山口県山口市 6時間 令和2年11月29日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 20人

令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505958号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】竹のエネルギー利用とマ
テリアル利用

国内のバイオマス資源に着目すると，森林はもとより，管理
が行えずに放置された孟宗竹を主とする荒廃竹林の面積が
約16 万ヘクタールとなっており，その有効活用を決定するこ
とが急務となっている．本講義では，竹からのエネルギー利
用としての燃料特性やマテリアル利用としての合板やセラ
ミックスなどの力学特性について機械工学的な見地から概
説する．さらに，竹から創製した合板の機械強度の測定に
ついて実習を行う．

陳　献（大学院創成科学研究科教授）
田之上　健一郎（大学院創成科学研究科教授）
大木　順司（大学院創成科学研究科教授）

山口県宇部市 6時間 令和2年12月5日 教諭
中学校理科、高
等学校理科・工

業担当教諭
6,000円 50人

令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505959号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】漢文講座（柳宗元の伝記
作品を読み解く）

中唐時代を代表する文章家の一人である柳宗元。講習で
は、彼が著した複数の伝記作品を取り上げて、その読解を
試みる。柳宗元は、伝記（「○○伝」）という形式を用いて、彼
の抱く人間観・為政者観などを表現している。講習では、作
品の内容を適宜おさえながら、作品にこめた柳宗元の主意
は何処にあるのか、またそこにはいかなる思想的な傾向が
現れているか、といった事柄について、主に解説を加えてゆ
く。

南部　英彦（教育学部准教授） 山口県山口市 6時間 令和2年12月5日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

国語教諭
6,000円 20人

令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505960号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】代数学基礎から読み解く
ギリシャの３大作図問題

ギリシャの３大作図問題は、問題の簡明さから紀元前５，６
世紀から様々な数学者によって研究されましたが、その解
決には２０００年以上の時を要しています。
本講義では、まずベクトル空間や体といった代数学の基礎
的な事項を復習し、これらを用いてギリシャの３大作図問題
が否定的に解決されることを示します。なるべく予備知識が
いらない形で講義するつもりです。

倉富　要輔（大学院創成科学研究科准教授） 山口県山口市 6時間 令和2年12月5日 教諭
高等学校数学教
諭、中学校数学

教諭
6,000円 20人

令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505961号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】多様な文化を背景とした
英語のコミュニケーションについ
て考える

今や世界における英語はEnglishesと呼ばれるほどに多様化
しています。一方、日本では、小・中・高等学校一貫した学び
を重視し、外国語能力の向上を図ることが求められていま
す。4技能をバランスよく、中でも、話すこと[やりとり・発表]の
力を育成するために、英語を教える者としてどういった配慮
ができるのか検討します。英語の文法を基礎から見直し、更
に、論理的思考を育む活動としてディベートの活用を考えま
す。主な受講対象者は中・高等学校英語教諭としますが、
英語に興味のある小学校教諭も受講可能です。

松谷　緑（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年12月5日 教諭
中学校・高等学
校英語担当教諭

6,000円 30人
令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505962号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html
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山口大学
【選択】子どもの創造性を促す知
財教育指導案・教材作成

学習指導要領に知財教育の要素が規定され、教育現場に
おける一定の対応が求められている。一方で、知財教育概
念が普遍化していないため、現時点では『創造性涵養の観
点から知財教育を実施できる教員』養成を実質化する段階
と考えられる。ここでは、ワークショップ形式も取り入れて、
知財教育用指導案と教材を作成する。

木村　友久（大学研究推進機構教授（知財管
理・知財教育担当））

山口県山口市 6時間 令和2年12月5日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 50人

令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505963号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【選択】代数学の考え方
小学校、中学校、高校等において主に代数学において利用
される考え方が発展、関係しているかを考える。また、代数
学の応用例について考える。

飯寄　信保（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年12月6日 教諭
中学校・高等学

校数学教諭
6,000円 20人

令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505964号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学

【選択】近現代日本における音楽
文化史：美空ひばりはなぜ大衆
に支持され、なぜ知識人にバッシ
ングされたのか

近現代日本における文化に対する理解を、美空ひばりを
キーワードにして深めることを目指している。一般大衆はな
ぜ美空ひばりに熱狂し、知識人たちはなぜ彼女を批判した
のか。前者は敗戦後から高度経済成長期にかけての社会
的状況の反映であり、後者は明治以来の西洋文化（音楽）
の受容のあり方に起因していることを視聴覚資料を駆使し
ながら解説する。

斎藤　完（教育学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年12月6日 教諭

小学校，中学校
音楽・社会，高等
学校音楽・地歴・

公民教諭

6,000円 100人
令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505965号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】教育現場における実践的
著作権対応

ＩＴ活用の学習活動の進展、課題解決型学習の一般化、子
どもたちの日常生活へのIT技術の浸透により、教育を担任
する者も著作権法に代表される知的財産法の基礎知識と一
定の実務処理能力を獲得する必要に迫られている。ここで
は、講習の冒頭で著作権法の基礎知識と35条改正内容を
確認するとともに、授業時、教材作成時、授業映像の利用、
研究会開催時、生徒指導の各場面ごとに、演習形式で実践
的な著作権処理を検討する。

木村　友久（大学研究推進機構教授（知財管
理・知財教育担当））

山口県山口市 6時間 令和2年12月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 60人
令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505966号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学
【選択】異文化への関心を育てる
小学校英語教育

小学校の外国語活動および外国語の学習指導要領を概観
し、そこに示された異文化理解と外国語（英語）学習との関
連を、その背景にある学術的な理論とともに解説する。ま
た、後半では、それらを踏まえたうえで、外国語活動・外国
語の授業の中で活用できるアクティヴィティーを実際に体験
する実習を行う。

石井　由理（教育学部教授）
猫田　和明（教育学部准教授）

山口県山口市 6時間 令和2年12月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年9月25日～
令和2年10月3日

令02-
10070-
505967号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

鳴門教育大学
【選択】GISの入り口：地理院地図
と今昔マップの使い方

・地理空間情報活用推進基本法制定にともない地形図の在
り方が大きく代わったこと、とりわけ国土地理院のwebサイト
において地形図閲覧サービスを中心とした地図提供サービ
スがなされていること、などを概説する。
・「地理院地図」 「今昔マップ」の使い方を実習する。
・「地理院地図」 「今昔マップ」の教材としての利用可能性を
概説する。

立岡　裕士（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年6月27日 教諭

小学校教諭、中
学校（社会）教

諭、高等学校（地
歴）教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504507号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学 【選択】器械運動の指導法と評価

小学校、中学校、高等学校の学習指導要領解説体育・保健
体育編に例示された、マット運動、鉄棒運動、跳び箱運動の
基本的な技及び発展技の指導法について実技講習を行う。
また、技能、態度、知識、思考、判断の評価のあり方につい
て講義を行い、指導法と評価に関する筆記試験を実施す
る。

藤田　雅文（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年6月27日 教諭

小学校教諭、中
学校（保健体育）
教諭、高等学校
（保健体育）教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504508号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】不登校の子どもの心とつ
ながる：支援者のための十二の
技

カウンセリング及び心理療法の理論と技法をもとにした「相
手のこころに近づく聴き方十二の技」、「不登校の子どもへ
の訪問十二の技」、「不登校と関わる十二の技」について説
明する。こうした考え方や関わり方を学ぶことによって、不登
校児童生徒やその保護者への支援に活かすことができる。

吉井　健治（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年7月11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 80人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504509号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp
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鳴門教育大学
【選択】「新しい学力」と体育学習
-教材の開発と実践-

新学習指導要領で注目されている「『新しい学力』とは？」と
いう問いについて、体育授業を題材にワールドカフェ方式で
話し合います。また、新しい体育授業では、子どもの実態
（特に、運動が苦手な児童、生徒への配慮）に応じた「教材・
教具」を準備することが大切です。本講習では、新しい体育
学習を実践化するための教材・教具づくりについて理解する
とともに、手作り教具の作成について学びます。そして、実
技を通して新しい体育学習を体感していきます。

湯口　雅史（大学院学校教育研究科准教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年7月11日 教諭

小学校教諭、中
学校（保健体育）
教諭、高等学校
（保健体育）教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504510号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】絵本とその読み聞かせの
教育的効果

絵本の読み聞かせの幼児教育にとどまらない教育的効果
について見識を高める。
また、絵本とその読み聞かせの利用が、保健室においても
効果的であることを知る。
さらに、『給食番長』など食育に関する絵本とその利用に関
する見識を深める。
1・2講時：絵本の仕掛けとその読み聞かせの効果／3・4講
時：絵本の仕掛けの分析／5・6講時：絵本とその読み聞か
せの知と心

余郷　裕次（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年7月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504511号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】新学習指導要領の趣旨を
踏まえた見方・考え方を働かせる
社会科授業づくりワークショップ

新しい学習指導要領の指針として，資質・能力が注目されて
いる。社会科で育むべき資質・能力とは何であり，どのよう
な授業によって育成されるものなのか。
社会科では，社会的な見方・考え方を通して，社会的事象を
考察し，事象のあり方について構想することが目指される。
本講習では，社会的な見方・考え方を例にして，望まれる社
会科授業の具体像について，参加者によるワークショップを
通して考えていく。

伊藤　直之（大学院学校教育研究科准教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年7月20日 教諭

小学校教諭、中
学校（社会）教

諭、高等学校（地
歴・公民）教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504512号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】絵本とその読み聞かせの
教育的効果

絵本の読み聞かせの幼児教育にとどまらない教育的効果
について見識を高める。
また、絵本とその読み聞かせの利用が、保健室においても
効果的であることを知る。
さらに、『給食番長』など食育に関する絵本とその利用に関
する見識を深める。
1・2講時：絵本の仕掛けとその読み聞かせの効果／3・4講
時：絵本の仕掛けの分析／5・6講時：絵本とその読み聞か
せの知と心

余郷　裕次（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年7月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504513号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】子どもの内面理解に基づ
く学級経営・生徒指導

いじめ、不登校、学級崩壊等が生起する今日の学校教育に
おいて、確かな学力を育み、潤いのある学級づくりを進める
「効果のある指導」を実践事例を用いて解説する。
また、子どもの内面の安定の主要素に「家庭」があり、子ど
もの貧困や朝食摂取等と問題行動の相関をとらえる視点を
提供する。
さらに、将来に生きて働く知識としての消費者（金融）教育の
在り方を例示し、自律的なキャリア形成の促進の視点を提
供する。

久我　直人（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2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
校の教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504514号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】わらべうたを教材とした和
楽器合奏の授業構成

新学習指導要領改訂の重点の一つに伝統文化の教育の充
実がある。子どもに最も身近な日本の伝統音楽に、わらべう
たがある。わらべうた遊びの中に言葉、音楽、動きが一体化
した生き生きとした表現を見ることができる。本講義ではわ
らべうた遊びをもとにした箏、各種打楽器等のアンサンブル
体験を通して、これからの音楽教育の新たな方向性を考え
る。

鉄口　真理子（大学院学校教育研究科准教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年7月29日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭，中学
校（音楽）教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504515号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp
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令和２年度(第２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

鳴門教育大学
【選択】児童・生徒の有能感と社
会形成力を高める連携・一貫教
育による学校づくり

児童・生徒は未来の形成者である。現代の教育課題として
「児童・生徒の社会形成力」育成の課題は何か、児童・生徒
の自己有用感（自尊感情）を高めるカリキュラム編成や学習
指導はどのようにあるべきか。このような課題に対して、子
どもの居場所を見つける教育活動として特別活動や総合的
な学習の計画・実践に成功した学校の事例を紹介し、今日、
注目されている連携・一貫教育、キャリア教育、ESD、子ども
の貧困、心のバリアフリー、消費者教育の視点を加えながら
小中高連携や一貫の学校づくりを考える。

西村　公孝（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年7月29日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校・特別
支援学校の教
諭、養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504516号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】知っておきたい子どもの
「作文力」発達系統

本講座は、子供の作文が発達に従ってどう変化するかを学
び、教師（おとな）として「作文を読む力」を演習することを目
的とします。
①子供の作文が小学校の「文字入門期」から１０歳の節目
に相当する４年生まで、どのように発達するかを知る。
　＊学習指導要領・国語科教科書の「作文」教材では、「発
達を捉える」ことは非常に困難です。
②「作文解釈」の基本的知識を学び、方法を演習する。
③小学校入門期から卒業までの作文力発達原理は、中学３
年間または中高6年間、さらに大人の新分野技能習熟の原
理に共通する。

村井　万里子（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年7月30日 教諭

小学校教諭、中
学校（国語）教

諭、高等学校（国
語）教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504517号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】英語科授業における教室
英語の使い方

近年、学校英語教育において、英語を用いて授業を行うこと
が求められています。このような背景をふまえ、英語科授業
における教師の教室英語（クラスルーム・イングリッシュ）の
使い方について理論と実践の観点から講義と演習を行いま
す。

山森　直人（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年7月30日 教諭

小学校教諭、中
学校（英語）教

諭、高等学校（英
語）教諭、小学

校・中学校・高等
学校の英語教育
に関心のある教

諭

6,000円 40人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504518号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】国語科授業で育てたい思
考力を考える

２１世紀型スキル、PISA型読解力、批判的思考力など、現
代の教育で求められている能力は、従来の国語科における
読み書き能力の枠を超えたもののように見える。そこで本講
習では、国語科で育てたい思考力とは具体的にどのような
力として想定されるかを、全国学力・学習状況調査などもふ
まえて考えるとともに、そうした力を育てるための実践の成
果と課題について検討を行う。

幾田　伸司（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年7月31日 教諭

小学校教諭、中
学校（国語）教

諭、高等学校（国
語）教諭

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504519号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】性の多様性についての理
解と支援－LGBTQ＋について－

学校現場における性別二分は、根強く、「男の子は男らしく」
「女の子は女らしく」という価値観で様々な言動が評価され
ている。現在、「性の多様性」の理解が重要であると社会で
言われているにもかかわらず、その内容を理解したり、多様
性な性を表明する児童生徒への支援について具体的にど
のように行ったらいいのかについて学んだりする機会は少
ないように思われる。本講習では、基本的な概念の理解か
ら、現状について、また学校現場でどのような支援ができる
のかについて実践をまじえながら学ぶことができる。

葛西　真記子（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年8月3日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の教諭、養護

教諭

6,000円 25人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504520号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp
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令和２年度(第２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

鳴門教育大学
【選択】「安全確保につながる運
動」としての水泳の要件と実践の
方法

水泳は、体育種目のひとつとして取り扱われていますが、水
難事故防止の目的も持ち合わせています。新しい指導要領
にも「安全確保につながる運動」、「安全を確保するための
泳ぎ」が導入され、それらの知識と技術の習得も求められて
います。　本講習では、学校教育で水泳・水辺活動を実施す
る際に活用できるよう、その内容と方法、リスクマネージメン
ト、心のバリアフリーなどに関連する今日的課題を取り扱
い、プログラムを計画するためのヒントを提供します。学校
行事等での応用・活用を想定し、教諭・養護教諭・栄養教諭
を対象とします。

松井　敦典（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504521号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】幼児・児童・生徒の有能
感と社会形成力を高める連携・一
貫教育による学校づくり

幼児・児童・生徒は未来の形成者である。現代の教育課題
として「幼児・児童・生徒の社会形成力」育成の課題は何
か、幼児・児童・生徒の自尊感情を高めるカリキュラム編成
や学習指導はどのようにあるべきか。このような課題に対し
て、子どもの居場所を見つける教育活動として特別活動や
総合的な学習の計画・実践に成功した学校の事例を紹介
し、今日、注目されている連携・一貫教育、キャリア教育、
ESD、子どもの貧困、心のバリアフリー、消費者教育の視点
を加えながら幼小中連携や一貫の学校づくりを考える。

西村　公孝（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支
援学校の教諭、

養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504522号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】子どもの発達段階に応じ
る音読・朗読と絵本の読み聞か
せ

音読・朗読をあらゆる学校種の教諭の基礎技能として学
ぶ。また、絵本の読み聞かせの幼児教育にとどまらない教
育的効果について見識を高める。
また、絵本とその読み聞かせの利用が、保健室においても
効果的であることを知る。
さらに、『給食番長』など食育に関する絵本とその利用に関
する見識を深める。
　1・2講時：絵本の仕掛け／3・4講時：絵本の読み聞かせの
原則／5・6講時：絵本の読み聞かせ／7・8講時：読みの発達
段階／9・10講時：声のレッスン／11・12講時：読みあい活動

余郷　裕次（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 80人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504523号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】子どもの小さなよさに気づ
く実践心理学－選択理論心理学
－

人が幸せになるためには、自分が周囲の人から大切にされ
ていると感じることです。そのカギは、自分の持っているいい
ところに気づいてくれて、それをこころから喜んでくれる人が
周囲にいるかどうかではないでしょうか？人が幸せになるこ
とは義務です。そのための子どもとのかかわりについて選
択理論心理学をベースとした人間関係について学びます。

浜崎　隆司（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 40人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504524号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】新時代の算数・数学学習
観： 児童・生徒による世界探究
（Questioning the World）

算数・数学の学習観は、時代によって異なるように思われて
いる（例：系統学習、生活単元学習、現代化、問題解決、言
語活動の充実、アクティブラーニング、等々）。実際にはそれ
らが同一のものである（記念碑主義的）ことを示した上で、生
きた知識を学ぶ新たな学習観として注目される世界探究
（Questioning the World）について演習を通して学ぶ。また、
実際に世界探究に基づく教材の作成を行う。

早田　透（大学院学校教育研究科講師） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年8月22日 教諭

中学校（数学）教
諭、高等学校（数
学）教諭、算数・
数学の指導に関
心のある小学校

教諭

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504525号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp
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令和２年度(第２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

鳴門教育大学
【選択】小学校プログラミング教
育の基礎と実践

プログラミング教育が導入されるようになった社会背景や学
習指導要領の位置づけに関する基礎的な理解を深め、小
学校のプログラミング教育の在り方、小中高の接続を意識し
た情報教育の在り方等を考える。さらに、主にビジュアル型
言語（Scratch等）を体験し、１）プログラミング的思考を含め
た情報活用能力の観点、２）教科の深い学びの観点で指導
方法の在り方を考察する。更に、2020年度からの円滑な実
施に向けて、受講者間で実践上の課題・解決策を話し合う。

伊藤　陽介（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504526号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】知っておきたい科学の知
識

中学校および高等学校理科の教員を対象に、 現在の学習
指導要領で新たに加わったり内容が充実した単元や、 研究
の進歩が著しく、 理科教員として知っておいた方がよい知
見について講習を行う。第１分野では「化学反応」と「教科横
断との関連」について、 第２分野では「生物の進化」などに
ついて予定している。

胸組　虎胤（大学院学校教育研究科教授）
工藤　慎一（大学院学校教育研究科准教授）

徳島県鳴門市 6時間 令和2年8月28日 教諭
中学校（理科）教
諭、 高等学校
（理科）教諭

6,000円 15人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504527号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】子どもの発達段階に応じ
る音読・朗読と絵本の読み聞か
せ

音読・朗読をあらゆる学校種の教諭の基礎技能として学
ぶ。また、絵本の読み聞かせの幼児教育にとどまらない教
育的効果について見識を高める。
また、絵本とその読み聞かせの利用が、保健室においても
効果的であることを知る。
さらに、『給食番長』など食育に関する絵本とその利用に関
する見識を深める。
　1・2講時：絵本の仕掛け／3・4講時：絵本の読み聞かせの
原則／5・6講時：絵本の読み聞かせ／7・8講時：読みの発達
段階／9・10講時：声のレッスン／11・12講時：読みあい活動

余郷　裕次（大学院学校教育研究科教授） 徳島県鳴門市 12時間
令和2年8月29日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 80人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504528号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学 【選択】データサイエンス入門

近年、データサイエンスと呼ばれる分野の重要性が増して
いる。それに伴い学校教育でも統計教育の重点化が進んで
いる。この講習の目的は実際にデータを処理・分析すること
を通して、データサイエンスの概要と意義を理解することで
ある。また、プログラミングを用いて簡単なデータ分析を行う
予定である。プログラミング言語にはエクセル VBA もしくは 
Python を用いる (これらの知識は前提としない)。

宮口　智成（大学院学校教育研究科准教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年9月26日 教諭
中学校教諭・高

等学校教諭
6,000円 15人

令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504529号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】中学校家庭科の食物及び
家族領域について

中学校学習指導要領に係る食物及び家族領域の基本的な
知識や近年の知見に関する内容である。食物領域では、栄
養学、食品学、調理学等の基礎的事項の講義（実習）等を
予定している。家族領域では、現代家族についての様相と
問題について最新情報を提供するとともに、指導が難しいと
される家族領域における指導の工夫を提示し、家族の可視
化について具体案を検討・討議する。

西川　和孝（大学院学校教育研究科教授）
黒川　衣代（大学院学校教育研究科教授）

徳島県鳴門市 6時間 令和2年9月26日 教諭
小学校教諭、中
学校（家庭）教諭

6,000円 8人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504530号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学
【選択】陶芸の基礎：制作過程か
ら考える工芸の造形

陶芸制作の基礎的な技法を習得するとともに、美術工芸に
対する理解を深める。図画工作科学習指導要領では、造形
活動を二つの側面から捉えることができるとしていることを
踏まえ、造形芸術の指導上の要点を考察する。また、一般
的に工芸は目的や機能を考えた活動に関係するとされる
が、その活動の基盤となる素材、技術と創意の関連につい
て理解を深める。

栗原　慶（大学大学院学校教育研究科准教授） 徳島県鳴門市 6時間 令和2年10月3日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校（美術）教諭、
高等学校（美術）

教諭

6,000円 12人
令和2年4月2日～
令和2年4月15日

令02-
10072-
504531号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

香川大学 【選択】国語表現演習

生きることは自己を表現することである。この自己表現には
身体表現、絵画表現などさまざまな手段がある。その中で、
最大の情報量を持つ複雑な内容を抽象・具体レベルを駆使
して詳細に伝えることを可能にするのが言語による表現で
ある。この表現力は、体験・経験したり、本を読んで理解した
り、他者と交わったりする中で形成されるものである。子ども
たちの表現力が乏しくなってきていると言われる今、もう一
度、この表現の原点に立って、教師自らこの表現力を伸ば
す試みにチャレンジしてもらいたい。

佐藤　明宏（教育学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年6月13日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
国語科教諭向け

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504894号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】小中高理科で扱う圧力と
真空の世界

圧力の体験や学習は、高校卒業までにさまざまな形で行わ
れています。ここでのテーマはその圧力の一つの姿である
真空です。「なんにもないの？」、「宇宙は真空？」などなど
子どもの頃から真空という単語を耳にするたびに各人各
様、さまざまなイメージを思い描いていると思います。実は
真空とは作るのが大変だったり、実は真空状態だからこそ
見えてくる現象があったり、といろいろ意外な事があるので
すが、本講習では圧力を真空サイドから見ていきます。講習
内では、幼稚園から高校まで対応できる教材作りや実験・観
察をします。

高橋　尚志（教育学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年6月13日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校理
科教諭、中学校
技術科教諭、特
別支援学校教諭

6,000円 25人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504895号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】小学校教員を対象とした
器楽演奏の実践（リコーダー）

楽器の演奏，鑑賞を通して小学校における音楽科の指導内
容「鑑賞」と「表現」の二つの活動に関わる音楽の表現につ
いて考えます。主としてリコーダーについて学び，その基礎
的な演奏，練習のヒントや合奏，ピアノ伴奏での実習を行い
ながら，表現の工夫を試みます。

青山　夕夏（教育学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年6月13日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 12人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504896号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】児童期における体育・ス
ポーツ指導

児童期はスポーツと出会う最も重要な時期であるにも関わ
らず、体育を専門的に学んだことのある小学校教諭はそれ
ほど多くないようです。従って本講義では、主に小学校教諭
の受講を想定し、児童期における体育・スポーツ指導につい
て、１）何のために体育・スポーツを指導するのか、２）その
目的を達成するためには、どのような指導であるべきなのか
について学びます。なお児童の発達を見据え系統的な指導
を展開する観点から小学校教諭以外の受講も対象としま
す。

上野　耕平（教育学部　准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年6月13日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校保健体育科教
諭・高等学校保
健体育科教諭

6,000円 32人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504897号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】篆刻―印章の制作―

石印材を使用して、印章を制作する。自己の姓名印の他、
詩句印や肖形印など受講者の興味関心に応じて行う。小中
学校書写から高等学校書道に至るまで、授業での必要性や
応用を考慮していきたい。

小西　憲一（教育学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年6月14日 教諭

小学校教諭・中
学校国語・美術
科教諭・高等学
校書道・美術科

教諭

6,000円 24人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504898号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】発達障害への心理学的ア
プローチ1

この講義では、自閉症（自閉スペクトラム症）、注意欠陥/多
動性障害、学習障害など発達障害を理解するための心理学
的アプローチについて説明する。発達障害の定義等に関し
て概説するとともに、特に自閉症を取り上げ、基本的な障害
理解に関する内容と心理学的研究における最近のトピック
を紹介する。

惠羅　修吉（大学院教育学研究科　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年6月14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 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504899号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】発達障害への心理学的ア
プローチ2

この講義では、自閉症（自閉スペクトラム症）、注意欠陥/多
動性障害、学習障害など発達障害を理解するための心理学
的アプローチについて説明する。発達障害の定義等に関し
て概説するとともに、特に自閉症を取り上げ、基本的な障害
理解に関する内容と心理学的研究における最近のトピック
を紹介する。

惠羅　修吉（大学院教育学研究科　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月6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 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504900号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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香川大学
【選択】深い学びを実現する算
数・数学の学習1

算数・数学の深い学びの理論と、深い学びを実現するため
の方法を学びます。小学校と中学校の算数・数学の内容を
中心に実践的に学んでいきます。

松島　充（教育学部　准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年6月14日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
数学科教諭向け

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504901号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】深い学びを実現する算
数・数学の学習2

算数・数学の深い学びの理論と、深い学びを実現するため
の方法を学びます。小学校と中学校の算数・数学の内容を
中心に実践的に学んでいきます。

松島　充（教育学部　准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年7月5日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
数学科教諭向け

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504902号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】教育にも適用可能な経営
学の理論1

本講義では，経営学で使用される理論とフレームワークを取
り上げ，教育における適用を考える．経営学で使用される理
論とフレームワークとは，組織の成長・動機付け・リーダー
シップ，顧客の定義等であり，それらを教育現場に当てはめ
た場合に，どう考えるかを講義と演習を通して理解する．こ
れにより多角的視点を得る１つの方法論を身に着けること
ができる．管理者の「真摯さとは何か」を考えるために『もし
高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」
を読んだら』を参考資料として取り上る．

西中　美和（地域マネジメント研究科教授） 香川県高松市 6時間 令和2年6月14日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504903号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】教育にも適用可能な経営
学の理論2

本講義では，経営学で使用される理論とフレームワークを取
り上げ，教育における適用を考える．経営学で使用される理
論とフレームワークとは，組織の成長・動機付け・リーダー
シップ，顧客の定義等であり，それらを教育現場に当てはめ
た場合に，どう考えるかを講義と演習を通して理解する．こ
れにより多角的視点を得る１つの方法論を身に着けること
ができる．管理者の「真摯さとは何か」を考えるために『もし
高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」
を読んだら』を参考資料として取り上る．

西中　美和（地域マネジメント研究科教授） 香川県高松市 6時間 令和2年6月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504904号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】少年非行・犯罪の現状と
少年法1

今日、少年法をめぐっては、適用年齢を現在の20歳未満か
ら18歳未満へと引き下げることが議論されています。この議
論には様々な意見があるでしょうが、少年犯罪・非行や少年
法についての知識があれば、より現実に即し、充実した意
見形成が期待できます。また、少年法は、日々児童や生徒
と向き合っている皆さんにとっても、関心のあることと思いま
す。この授業では、このような観点から、「少年犯罪・非行の
現状と法」と題して、現在の日本の少年犯罪・非行の現状を
適切に把握し、少年法の基礎的知識を得ることを目標として
います。

吉井　匡（法学部准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年6月27日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504905号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】少年非行・犯罪の現状と
少年法2

今日、少年法をめぐっては、適用年齢を現在の20歳未満か
ら18歳未満へと引き下げることが議論されています。この議
論には様々な意見があるでしょうが、少年犯罪・非行や少年
法についての知識があれば、より現実に即し、充実した意
見形成が期待できます。また、少年法は、日々児童や生徒
と向き合っている皆さんにとっても、関心のあることと思いま
す。この授業では、このような観点から、「少年犯罪・非行の
現状と法」と題して、現在の日本の少年犯罪・非行の現状を
適切に把握し、少年法の基礎的知識を得ることを目標として
います。

吉井　匡（法学部准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年6月28日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504906号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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香川大学 【選択】心理学からみた学習意欲

いかにして児童・生徒の学習意欲を支えるかは重要な教育
課題であるといえる。教育政策の動向としても、主体的・対
話的で深い学びが重視され、児童・生徒の学習意欲を促す
ことが課題とされている。また、日々の教育実践において
も、教師は子どもの学習意欲を高めることに注力していると
思われる。この講習では、心理学において蓄積されてきた
研究知見をもとに、子どもの学習意欲を支えることについて
考える。学習意欲の捉え方、またその支援のあり方につい
て、心理学的な視点から自身の実践を振り返り、方向性を
探ることを目的とする。

岡田　涼（教育学部　准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年6月28日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 40人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504907号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】エクセルを用いた基本統
計処理

パソコンでエクセルを用いて、基本的な統計解析の実践に
ついて学びます。度数分布表とヒストグラム、記述統計量、
散布図と相関係数、回帰分析、アンケートとクロス集計表、
および、推測統計の基礎を扱います。講座内容は、確率統
計や情報の授業に活用することができます。また、エクセル
の基本操作と基本的な統計解析手法の理解を確認しておく
ことは、成績処理や進路指導その他の教育業務を行う上で
有用であると考えられます。
パソコンとエクセルの基本操作を修得している方を対象とし
ます。

堀川　洋（創造工学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 35人

令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504908号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】現代日本の選挙と政治1

民主政治における個人と国家の関係や国民の政治参加に
ついて考えるとき、現実の選挙がどのように展開されている
のかを理解しておく必要があるでしょう。この講習では、近年
の日本を題材として、どのような有権者が投票（棄権）してい
るのか、有権者はどのように投票先を選択しているのか、政
党はどのような政策的立場をとっているのか、マスメディア
やインターネットは世論に対してどのような影響を及ぼして
いるのかといったテーマについて検討しながら、現代の代議
制民主政治の動態について学びます。

堤　英敬（法学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校社会科教
諭、高等学校公

民科教諭
6,000円 30人

令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504909号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】現代日本の選挙と政治2

民主政治における個人と国家の関係や国民の政治参加に
ついて考えるとき、現実の選挙がどのように展開されている
のかを理解しておく必要があるでしょう。この講習では、近年
の日本を題材として、どのような有権者が投票（棄権）してい
るのか、有権者はどのように投票先を選択しているのか、政
党はどのような政策的立場をとっているのか、マスメディア
やインターネットは世論に対してどのような影響を及ぼして
いるのかといったテーマについて検討しながら、現代の代議
制民主政治の動態について学びます。

堤　英敬（法学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月5日 教諭
中学校社会科教
諭、高等学校公

民科教諭
6,000円 30人

令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504910号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】小学校教員を対象とした
器楽演奏の実践（ピアノ伴奏法）

器楽の演奏(主として小学校音楽科共通教材のピアノ伴奏）
実習を通して、音楽科の指導内容「表現」について考えま
す。ピアノ伴奏に必要な基礎的な知識や奏法、練習方法や
楽曲構成について検討したうえで、表現の工夫を試みます。

東浦　亜希子（教育学部　講師） 香川県高松市 6時間 令和2年7月4日 教諭 小学校教諭 6,000円 12人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504911号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】企業の社会的責任と社会
的経済1

　本講義では、今注目の社会的課題（貧困や教育、若者対
応、衛生、住居問題等）に対する、企業の役割を考える。そ
こでは、企業の経済的活動だけでなく、社会の一員としての
社会的及び環境的活動までもが考慮される。同時に、企業
にその役割を求めるには、社会的課題に関連する様々な問
題を社会の構成員一人ひとりが認識、行動する必要があ
る。それによって、最終的に社会的課題の社会的レベルで
の改善及び解決が可能になる。構成員として問題意識を持
ち、教育現場での改善も意図することから、対象者は幅広い
教員層を想定している。

朴　恩芝（経済学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年7月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504912号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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香川大学
【選択】企業の社会的責任と社会
的経済2

　本講義では、今注目の社会的課題（貧困や教育、若者対
応、衛生、住居問題等）に対する、企業の役割を考える。そ
こでは、企業の経済的活動だけでなく、社会の一員としての
社会的及び環境的活動までもが考慮される。同時に、企業
にその役割を求めるには、社会的課題に関連する様々な問
題を社会の構成員一人ひとりが認識、行動する必要があ
る。それによって、最終的に社会的課題の社会的レベルで
の改善及び解決が可能になる。構成員として問題意識を持
ち、教育現場での改善も意図することから、対象者は幅広い
教員層を想定している。

朴　恩芝（経済学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年7月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504913号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】はじめての特別支援教育

特別支援教育の重要性についての認識は学校現場でかな
りすすんできた。しかし特別支援教育コーディネーターの研
修会は数多くあるけれど、コーディネーター以外の先生方に
対しての研修はなかなか機会を確保できないときく。平成28
年度から「障害者差別解消法」が施行され、学校現場にお
いても合理的配慮についての情報が必要とされている。一
度は話を聞いてみたい、研修を受けてみたい先生方に、特
別支援教育の基本的な考え方やアセスメントについて、基
礎的な事項を中心に講義する。

小方　朋子（教育学部教授）
中島　栄美子（教育学部准教授）

香川県高松市 6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504914号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】教師の指導が助長する問
題行動とその見方

学校や学級が荒れると、教師は何とかしてそれを治めようと
して、問題行動をする児童・生徒に対して様々な指導を行
う。しかし、教師の努力にも関わらず、教師が指導すればす
るほど、問題行動がエスカレートしていく。本講習では、この
ような教師の指導が助長する問題行動とその見方について
考えていく。

大久保　智生（教育学部准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年8月8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 130人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504915号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】衣・食・住の生活文化と環
境1

持続可能な社会の構築を意識しながら、衣・食・住生活にか
かわる学びの可能性と課題を探ります。家庭科に限らず他
教科や総合も視野に入れ、生活文化の継承や環境保全等
の視点からこれまでの研究成果や授業実践、教材について
紹介し、実習も取り入れて検討していきます。さらに、香川県
が開発した地域素材を活かした環境学習教材についても併
せて紹介し、授業等での活用方法について考えます。

妹尾　理子（教育学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭向け

6,000円 16人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504916号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】衣・食・住の生活文化と環
境2

持続可能な社会の構築を意識しながら、衣・食・住生活にか
かわる学びの可能性と課題を探ります。家庭科に限らず他
教科や総合も視野に入れ、生活文化の継承や環境保全等
の視点からこれまでの研究成果や授業実践、教材について
紹介し、実習も取り入れて検討していきます。さらに、香川県
が開発した地域素材を活かした環境学習教材についても併
せて紹介し、授業等での活用方法について考えます。

妹尾　理子（教育学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭向け

6,000円 16人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504917号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】外国人児童生徒と言葉に
ついて考える

　日本各地で，さまざまな言語・文化背景を持った人々が生
活をするようになり，小・中学校でも日本語を母語としない子
どもたちが増加しています。このような外国につながる子ど
もたちへの支援，異文化の理解やコミュニケーションについ
て，グループワークなども行いながら考えます。

山下　直子（教育学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 15人

令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504918号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】社会と歴史の教育1

日本の歴史に関する学習内容および社会科関係の授業を
充実させるための内容と方法について，次のような点を中
心に学びます。
　○日本の歴史に関する学習内容。
　○社会科の構成原理などの理論。
　○学習素材となる社会事象・歴史事象。
　○授業を活性化する学習方法，アクティブラーニング。
話し合いや情報交換も行います。

鈴木　正行（教育学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年8月9日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校社会科教諭、
高等学校地歴

科・公民科教諭、
特別支援学校教

諭

6,000円 40人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504919号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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香川大学 【選択】社会と歴史の教育2

日本の歴史に関する学習内容および社会科関係の授業を
充実させるための内容と方法について，次のような点を中
心に学びます。
　○日本の歴史に関する学習内容。
　○社会科の構成原理などの理論。
　○学習素材となる社会事象・歴史事象。
　○授業を活性化する学習方法，アクティブラーニング。
話し合いや情報交換も行います。

鈴木　正行（教育学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年8月10日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校社会科教諭、
高等学校地歴

科・公民科教諭、
特別支援学校教

諭

6,000円 40人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504920号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】からだでこころで感じて動
く表現の世界

乳幼児・児童の発達をおさえ、歌遊びや手遊びから身体を
使った表現遊び、絵本などの題材を通して、教師自身が感
じたことや浮かんだイメージをからだで表現すること、また他
者の表現にふれ、表現過程や感動を共有することを中心に
展開していく。このことは、幼児が多様な表現に触れること
で豊かな感性を養い、それらを他児や教師と共有することで
自己表現を深めていくこと（幼）、表したいイメージや即興や
ひとまとまりの表現で踊ること（小、表現運動）に対する教師
の支援に関連する。

藤元　恭子（教育学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年8月10日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 25人

令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504921号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】幼稚園教諭の転換点につ
いて考える

これまでの保育者生活を振り返り、自身の転換点について
考えたり、参加者と一緒に話し合ったりすることを通して、今
後保育の中で大切にしていきたいことや、保育者としての資
質向上について考察する。

片岡　元子（教育学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 25人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504922号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】地球とその歴史を探る1

地球環境の悪化や異常気象は社会経済に影響を与え、資
源・エネルギー問題は国際政治にも関わります。生物の進
化や絶滅が地球の変動に支配されたことが明らかとなり、
地球とその歴史の理解がますます重要になっています。午
前の講義では、地球の変動原理と生命と地球の共進化につ
いてフィールドワークの事例を交えて紹介し、午後は大学博
物館の活動の紹介、さらに鉱物や結晶の性質、化石レプリ
カ作りなどの実験を行います。
地球環境問題に加え、防災に必要な知識として地震発生メ
カニズムまで広く扱うことから全教科の教諭を対象とします。

寺林　優（創造工学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年8月18日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭、特別支

援学校教諭

6,000円 15人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504923号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】地球とその歴史を探る2

地球環境の悪化や異常気象は社会経済に影響を与え、資
源・エネルギー問題は国際政治にも関わります。生物の進
化や絶滅が地球の変動に支配されたことが明らかとなり、
地球とその歴史の理解がますます重要になっています。午
前の講義では、地球の変動原理と生命と地球の共進化につ
いてフィールドワークの事例を交えて紹介し、午後は大学博
物館の活動の紹介、さらに鉱物や結晶の性質、化石レプリ
カ作りなどの実験を行います。
地球環境問題に加え、防災に必要な知識として地震発生メ
カニズムまで広く扱うことから全教科の教諭を対象とします。

寺林　優（創造工学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2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、特別支

援学校教諭

6,000円 15人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504924号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】科学的思考力の発達を促
進する理科授業の実習

児童・生徒の思考操作能力の発達を促す英国の非常に楽し
い理科の授業方式について学びます。前半で講師による講
義と模擬授業、後半で受講者同士の模擬授業の実習を行
い、最後に討論を行って私たちの日々の授業との関係を考
えます。この授業方式は、ピアジェとヴィゴツキーの考えにも
とづいて、理科等の探究活動で必要となる変数という観点、
確率的な考え、分類などの思考操作を行う能力の発達を促
すように設計されたものです。小学校高学年の理科・算数、
中学校・高校の理科・数学の担当教諭にとってもっとも役立
つと思います。

笠　潤平（教育学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年8月23日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校理

科・数学科教諭、
特別支援学校教

諭

6,000円 20人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504925号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

香川大学
【選択】環境に優しいマイクロス
ケール化学実験ならびに生物化
学の基礎

（1）「マイクロスケールケミストリー」；環境に優しい小スケー
ル実験の長所について解説する。身近な化学的な事物・現
象についての・講義・実験を通して，化学に対する関心や探
究心を高め，科学技術と人間（中），物質の種類と性質に関
する探究活動（高）に関わる指導等を支援する。
（2）生物化学の基礎；私たちの体は、目には見えない小さな
物質（分子）で構成されており、生命活動はこれらの分子の
化学反応によって駆動している。タンパク質や核酸のはたら
きを通して、生命のしくみについて解説する。

高木　由美子（教育学部　教授）
小森　博文（教育学部　准教授）

香川県高松市 6時間 令和2年8月23日 教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭、
高等学校理科教
諭、特別支援学

校教諭

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504926号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】ナノテクノロジーと電子材
料

現在の自然科学・技術の研究でナノテクノロジーのキーワー
ドは極めてありふれたものとなっている。本講座では，化合
物半導体を中心にナノ構造の作製方法やその構造評価方
法、ナノ構造の光・電子的特性について概説し、またこれに
関する創造工学部の研究設備について紹介してナノテクノ
ロジーの理解を深めます。

小柴　俊（創造工学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年8月18日 教諭

中学校理科・技
術科教諭、高等
学校理科・工業

科教諭

6,000円 25人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504927号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】プログラミング言語の最
新動向

現在人気のあるプログラミング言語、最近話題のプログラミ
ング言語、将来有望そうなプログラミング言語をいくつか紹
介し、特徴を比較します。

香川　考司（創造工学部　准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月5日 教諭

小学校教諭、中
学校技術科教

諭、高等学校情
報科教諭

6,000円 25人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504928号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】平安文学教材研究
『竹取物語』『源氏物語』『枕草子』などの平安文学作品の中
から、国語（古典）教科書に掲載される場面を中心に取り上
げ、研究史上の課題と教材として意義について概説する。

北原　圭一郎（教育学部講師） 香川県高松市 6時間 令和2年9月5日 教諭

小学校教諭、中
学校国語科教

諭、高等学校国
語科教諭

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504929号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】思考ツールを活用した国
語学習の方法

「思考ツール」は、「考え」を視覚化するための道具です。マ
インドマップやマトリクス、フロー図、ツリー図などが有名で
す。シンキング・マップ、グラフィック・オーガナイザーとも呼
ばれ、欧米では基本的な学習方法ですが、我が国の国語科
ではそれほど取り入れられていません。この講習では、附属
校とともに開発したツールを中心に、スピーチや物語の読
み、創作などに思考ツールを活用する方法を、ワークショッ
プ形式で実際に体験します。

山本　茂喜（教育学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月6日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
国語科教諭、特
別支援学校教諭

6,000円 25人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504930号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】数学－－中・高の教材に
潜む高等数学

折り紙を使った幾何学、図形版を使った代数学、敷詰などを
扱う。中学生や高校生にも可能な作業を通して、その背景
にある数学を解説したい。図形版では、正方形を作りその面
積を観察することによって、整数論の入門を解説する。敷詰
では背景として群論との関連を解説する。大学生の頃学ん
だことを忘れていても、理解できるように配慮するつもりであ
る。

内藤　浩忠（教育学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月6日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504931号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】初等整数論と暗号理論へ
の応用

初等整数論の分野で、数の剰余、素因数分解、合同式の扱
いについて掘り下げ、初等的な知識のみで理解しうる公開
鍵暗号理論への応用を紹介したい。この理論は簡素な構成
ながら、積の計算とその逆操作としての因数分解のあいだ
にある極端な困難度の差によってうまく機能するという、じつ
に画期的な仕掛けになっている。

髙野　啓児（教育学部　准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月12日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
数学科教諭、特
別支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504932号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

香川大学
【選択】子どもを取り巻く環境（メ
ディア・生活習慣・身体活動等）と
保健に関わる話1

最近の子どもを取り巻く環境の劇的変化とそれに伴う子ども
の健康に関する諸課題について考察を深める。環境要因と
して特にメディア、生活習慣（基本的生活習慣含む）、身体
活動等を取り上げ、その環境の変化等に対しどのように対
応するべきかを考える。また特に学校保健の視点から養護
教諭の関わりや栄養教諭の関わりについて参加者間での
グループディスカッション等を通して、学校内での教員間の
連携による取組について議論を深める。最終的にこれらの
課題が保健指導や保健学習にどのように位置づけられてい
くべきかについてまとめる。

宮本　賢作（教育学部　准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校保
健体育科教諭、
特別支援学校教
諭、養護教諭、栄

養教諭

6,000円 50人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504933号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】子どもを取り巻く環境（メ
ディア・生活習慣・身体活動等）と
保健に関わる話2

最近の子どもを取り巻く環境の劇的変化とそれに伴う子ども
の健康に関する諸課題について考察を深める。環境要因と
して特にメディア、生活習慣（基本的生活習慣含む）、身体
活動等を取り上げ、その環境の変化等に対しどのように対
応するべきかを考える。また特に学校保健の視点から養護
教諭の関わりや栄養教諭の関わりについて参加者間での
グループディスカッション等を通して、学校内での教員間の
連携による取組について議論を深める。最終的にこれらの
課題が保健指導や保健学習にどのように位置づけられてい
くべきかについてまとめる。

宮本　賢作（教育学部　准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校保
健体育科教諭、
特別支援学校教
諭、養護教諭、栄

養教諭

6,000円 50人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504934号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】経済学における数学の応
用

　文系出身が多い経済学部生に対して経済数学やミクロ経
済学を講義してきた経験に基づき，高校までの数学が活用
される経済学の話題（中学校社会科・高等学校公民科にお
ける需給均衡図の内容を含む）を講義します．
　高校までの数学からみると，連立方程式，2次関数，微分・
積分，数列，確率などが関連する内容です．大学の経済学
からみるとミクロ経済学を中心に，消費者・生産者行動，市
場均衡，不完全競争，不確実性等が取り上げる話題です．
経済学の問題が高校までの数学をどのように使って解かれ
ていくのか，例題を中心に説明します．

星野　良明（経済学部准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月12日 教諭

中学校数学・社
会科教諭、高等
学校数学・公民

科教諭

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504935号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】天文と気象に関する話題
について

天文の内容を理解するには対象を実際に観測することが重
要だが難しい場合も多い。大気についても対象が大きいこと
から直接的に観測することは難しい場合が多く授業で利用
できるような大気現象に関する教材の探究が必要である。
そこで教材利用に関する経験を提示しあい講師の助言を通
じて今後の授業に活かせるようにする。さらに講師から天文
と気象の最近の話題を取り上げる。本講座は小学校及び中
学校の理科に関する知見を広げることを目的とするが広く環
境としての天文および気象現象を扱うことから理科教諭以
外の受講も対象とする。

寺尾　徹（教育学部教授）
松村　雅文（教育学部教授）

香川県高松市 6時間 令和2年9月26日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭、特別支

援学校教諭

6,000円 21人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504936号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】科学史をふまえた理科教
育論

科学史上の事例を通して、「科学的」ということをどのように
とらえたら良いのか、実験というものをどのようにとらえ授業
にどのように位置づけたら良いのか、理科を教える目的をど
のようにとらえたら良いのか、「科学技術創造立国」に理科
教育がどのような役割を果たせるのか、これらの点について
検討する。

北林　雅洋（教育学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月12日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

理科教諭
6,000円 30人

令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504937号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】幾何学的不変量に関する
概論

互いに異なる幾何学的対象を取り扱う際,ある種の幾何学構
造に注目して共通の性質を持つ同種類のグループに分類
することは現代数学の基本である.不変量とはそうした幾何
構造を特徴付ける別種の数学的対象の事をいうが,この概
念について解説する.

四ツ谷　直仁（教育学部准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年10月17日 教諭
高等学校数学科

教諭
6,000円 20人

令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504938号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

香川大学 【選択】絵画（木炭デッサン）制作

石膏像や牛骨、果物などの静物モチーフを題材にしたデッ
サン実技を行います。美術作品制作、とりわけ絵画の制作
（木炭画）を通して、描くことの喜びや大切さ、困難さなどを
改めて私自身の問題提起として感じていただければと思い
ます。

古草　敦史（教育学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月26日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校美術科教諭、
高等学校美術・
工芸科教諭、特
別支援学校教諭

6,000円 12人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504939号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】表現を探る -楽曲の分析
を通して-

本講座では作曲家が自身の作品に託した表現(思いや意
図)を、ICT機器を用いたMIDIデータの作成と様々な楽曲の
分析を通して探っていきます。これは学習指導要領における
「曲の特徴にふさわしい表現を工夫しどのように歌うか(演奏
するか)について思いや意図をもつこと(小学校)」や「音楽を
形づくっている要素や要素同士の関連を知覚しそれらの働
きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら知覚したことと
感受したこととの関わりについて考えること(中学校)」に関わ
る教材研究や授業実践及び演奏表現の指導・支援等に関
連します。

岡田　知也（教育学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月26日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校音楽科教諭・
高等学校芸術科
(音楽)教諭、特別

支援学校教諭

6,000円 10人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504940号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】ニュージーランドにおける
小・中・高等学校での第二言語教
育：過去と現在

この4０年間、ニュージーランドにおける小・中・高等学校で
の外国語教育は、大きく変わりました。教授法及び評価の方
法・基準が大きく変わってきました。いろいろな言語が教えら
れています。今、従来のペーパーテストよりある程度学生自
身が作成したプロジェクト等が評価されるところが多いです。
どのことばが人気があるでしょうか。子供の希望・目的は何
でしょうか。シラバスに何が載っているでしょうか。実際の外
国語の授業の映像を見て、指導法、やり取りなどに焦点を
あてて、皆さんの授業にどのように貢献できるのかを、グ
ループワークで、いろいろな観点から議論して行きたいと思
います。

バテン　ポール（教育学部准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月26日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語科教諭、特
別支援学校教諭

6,000円 40人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504941号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】性はなぜあるのか？

「性はなぜあるのか？」これは生物学上最も深遠な謎であ
る。学校教育の場では、有性生殖性の仕組みについての説
明はなされているが、その存在理由（＝機能）を考えるという
ことは行われていない。講座の前半では、その存在が当然
のことであると認識されている“性”の意味を、研究の歴史背
景をもとに進化生物学的な観点から解説し、後半では、性
にまつわる諸現象を実例を交えて紹介する。

松本　一範（教育学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月27日 教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭、
高等学校理科教

諭

6,000円 25人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504942号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】「自由」について考える

「自由」は基本的人権の主たるものとされ尊重されるべきも
のとして考えられる一方で、「自由」を主張する人間はわが
ままな人間と見なされ非難されることも多い。このような事情
が生じる原因の一つは「自由」という概念の多義性をわれわ
れがとらえきれていないところにある。そこで本講習では、西
洋の思想史を振り返ってこの概念を整理しそのことによって
現在の状況を考える一助にすることにある。特にその中心
にJ・S・ミルの「自由論」をおいて考えてみたい。このことは、
自律的な人間を育てる上で有益なものであると思われる。

石川　徹（教育学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月13日 教諭
中学校社会科教
諭、高等学校地
歴・公民科教諭

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504943号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

香川大学
【選択】中国朝鮮族のトランスナ
ショナルな移動と生活

かつて（主に1930年代に）朝鮮半島から中国東北へ移動し
た人々は、中国国籍をもつ中国の少数民族として生きてき
た。彼らを中国朝鮮族ないし朝鮮族と呼ぶ。彼らの子孫が、
1990年代以降、韓国・日本へ大量に再移動するようになっ
ている。このことに注目し、今日の彼らの移動と生活につい
て、（１）彼らの歴史、（２）国際関係論・国際政治学における
移動を取り扱う理論研究、（３）アンケート調査（量的調査）、
（４）質的調査（聞き取り調査）のなどの視点から講義を行
う。

宮島　美花（経済学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月27日 教諭
中学校社会科教
諭、高等学校地
歴科公民科教諭

6,000円 40人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504944号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】学力と資質・能力を伸ば
す学級づくりと授業づくり

（１）学力と資質・能力に関わる理論的な説明を行います。
（２）桂聖や菊池省三などの先行実践を映像で捉えながら、
優れた点などを読み取り、小グループで交流します。
（３）多様な「見方・考え方」を育む授業づくりについて考察し
ます。
（４）授業づくりの演習を行います。

野﨑　武司（大学院教育学研究科教授） 香川県高松市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 50人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504945号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】最新バイオテクノロジー：
体験！ゲノム編集技術

最近、新聞やニュースでゲノム編集技術という言葉を聞いた
ことはないでしょうか？ゲノム編集とは生物の遺伝情報を書
き記したゲノムをまさに遺伝子工学ツールを用いて編集して
書き換えてしまう技術です。ヒトを含めたいろいろな生物に
おいてこのゲノム編集技術が応用され、農学分野でも家畜
や農作物の品種改良を加速化できるツールとしてホットな分
野です。本講習では、ゲノム編集技術の歴史から基本原
理、応用まで概説し、更に午後からは酵母を用いた簡単な
ゲノム編集技術の体験を行ってもらいます。

田淵　光昭（農学部教授）
香川県木田郡
三木町

6時間 令和2年8月18日 教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭、
高等学校理科教

諭

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504946号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】家畜や野生動物のための
栄養学

地球上には多種多様な動物が存在し、それぞれが異なる栄
養戦略（消化管構造や食餌）を持ち生活している。本講習で
は家畜や動物園動物の栄養学について概説する。また、動
物園を取り巻く環境について事例を紹介し、保護飼育されて
いる野生動物とヒトとのかかわりについて考える。主に理
科・社会科見学にかかわる内容の講習となる。

川﨑　淨教（農学部助教）
香川県木田郡
三木町

6時間 令和2年8月18日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校理科教諭、高
等学校理科(生

物)教諭、特別支
援学校教諭、栄

養教諭

6,000円 40人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504947号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】化学物質を介した植物間
の相互作用

植物は，化学物質をつかって，同種の植物，他種の植物，
微生物，動物などとコミュニケーンを行っている事が分かっ
てきています．植物は生き残るために様々な適応戦略をとっ
ていますが，これらのコミュニケーションも適応戦略のひとつ
です．本講義では，身の回りでおこっていて観察することが
できる植物間のコミュニケーンについて例をあげ講義しま
す．本講義により，学校での理科の授業が生徒にもっと身
近で興味のある物に感じてもらえることができることが期待
できます．

加藤　尚（農学部教授）
香川県木田郡
三木町

6時間 令和2年8月22日 教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭、

高等学校理科(化
学・生物)教諭、
特別支援学校教

諭

6,000円 40人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504948号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】土壌動物の多様性と機能

生物の分類と系統について概説し、土壌環境の生物多様性
に関する講義と実習を行う。生きている植物から始まる生食
連鎖および、落ち葉や動物の遺体から始まる腐食連鎖、そ
れらの食物網を構成する生物の事例を紹介し、生態系の物
質の流れ、循環システムに関わる多様な生物とその機能を
理解することを目標とする。

豊田　鮎（農学部准教授）
香川県木田郡
三木町

6時間 令和2年10月3日 教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭、

高等学校理科(生
物)教諭

6,000円 20人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504949号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

香川大学
【選択】臨床心理学的及び医学的
側面からみた教育現場での問題
への対応法について

本講習は本学医学部教員４名による講義です。黒滝は臨床
精神科医として児童精神医学の立場から発達障害の話題
を提供します。神原は心療内科医として教育におけるストレ
スに関連した身体症状の対応を講義します。川人は、臨床
心理学として教員の職場のメンタルヘルスの諸問題の話題
を提供します。野口は、コミュニケーションに基づいた問題の
捉え方・解決の考え方について講義します。いずれも、医学
と臨床心理学の両面から教育現場に対するアプローチにつ
いて考えていきます。

黒滝　直弘（医学部教授）
神原　憲治（医学部教授）
川人　潤子（医学部准教授）
野口　修司（医学部准教授）

香川県木田郡
三木町

6時間 令和2年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504950号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】摂食障害から現代的課題
を考える1

思春期に、やせて綺麗になりたい、おしゃれがしたいなど
様々なきっかけで、摂食障害という深刻な病に罹患すること
があります。学校での早期発見・早期介入が、重症化や治
療後の再燃を防ぐため、精神保健活動における学校、家
庭、地域の連携・協働が求められます。しかし、病気の否認
や様々な家族背景のある子どもとその家族への理解と関わ
りは容易ではありません。一般的な疾病理解や対応方法の
知識を習得しつつ、「自信」や「自己肯定感」などに関する一
つの見解を話題提供し、意見交換により現代的課題を含め
た検討をしたいと思います。

渡邉　久美（医学部教授）
蔵本　綾（医学部助教）

香川県木田郡
三木町

6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

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、栄養

教諭

6,000円 36人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504951号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】楽しく学んで、楽しく実践、
やさしい健康講座

香川県民は野菜の摂取量が少なく、糖尿病受療率が高いと
言われています。今回の講座では、生徒のみなさんや先生
ご自身の糖尿病・メタボリックシンドローム等の生活習慣病
を効果的に予防する方法について考えてみたいと思いま
す。キーワードは「糖尿病」「健康診断」「食事」「こころ」で
す。

宮武　伸行（医学部　准教授）
香川県木田郡
三木町

6時間 令和2年7月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504952号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】摂食障害から現代的課題
を考える2

思春期に、やせて綺麗になりたい、おしゃれがしたいなど
様々なきっかけで、摂食障害という深刻な病に罹患すること
があります。学校での早期発見・早期介入が、重症化や治
療後の再燃を防ぐため、精神保健活動における学校、家
庭、地域の連携・協働が求められます。しかし、病気の否認
や様々な家族背景のある子どもとその家族への理解と関わ
りは容易ではありません。一般的な疾病理解や対応方法の
知識を習得しつつ、「自信」や「自己肯定感」などに関する一
つの見解を話題提供し、意見交換により現代的課題を含め
た検討をしたいと思います。

渡邉　久美（医学部教授）
蔵本　綾（医学部助教）

香川県木田郡
三木町

6時間 令和2年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

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、栄養

教諭

6,000円 36人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504953号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】学校体育における「水泳
教育」の重要性と授業づくりのヒ
ント1

スイミングスクールの普及により泳げない児童・生徒は少な
くなってきている反面、海や河川等における水難事故は減
少していないようです。そういった状況のなかで体育授業で
教材として取り扱われる「水泳」の必要性について理解し、
「水泳」の授業作りのヒントとなる理論背景と実技を学び、授
業改善に役立てていただければと思っています。

石川　雄一（教育学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年7月4日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校保
健体育科教諭、
特別支援学校教

諭

6,000円 20人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504954号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】学校体育における「水泳
教育」の重要性と授業づくりのヒ
ント2

スイミングスクールの普及により泳げない児童・生徒は少な
くなってきている反面、海や河川等における水難事故は減
少していないようです。そういった状況のなかで体育授業で
教材として取り扱われる「水泳」の必要性について理解し、
「水泳」の授業作りのヒントとなる理論背景と実技を学び、授
業改善に役立てていただければと思っています。

石川　雄一（教育学部教授） 香川県高松市 6時間 令和2年7月12日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校保
健体育科教諭、
特別支援学校教

諭

6,000円 20人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504955号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

香川大学
【選択】生きる意味への問いに対
する関わり：スピリチュアルニード
の理解

　講師らの専門分野は、がんや難病の患者の慢性期から終
末期の看護です。この分野の看護では、回復しない苦しみ
の中にある患者のスピリチュアルニーズを理解し、自己存在
を揺さぶる苦悩を緩和するケアが求められます。就学時期
の児童生徒も不登校やいじめのさなかにあるとき、同様の
実存的苦悩を感じています。またケアする教師もスピリチュ
アルペインが生まれます。これらの苦境にあるときの助けと
なる関わりについて、理論を理解し、今後の教育活動に生
かせるよう演習を通して学びます。

清水　裕子（医学部教授）
上原　星奈（医学部助教）

香川県木田郡
三木町

6時間 令和2年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504956号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】発声指導法（児童発声・
変声期）と歌唱実践

従来の発声法と歌唱教材への実用法を実践する。また、
小・中校生へ発声指導を中心に、変声期の児童についても
見識を深め、正しい理解を進めていく。その上で、歌唱指導
に於ける問題点を取り上げ、その解決法について検討して
いく。

若井　健司（教育学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年7月5日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校音楽科教諭

6,000円 15人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504957号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】野菜の特性に着目して教
材を再検討する1

「煮る」ことを扱った教材は、小中学校で汁と煮物で取り上げ
られています。この「煮る」過程に着目して、色、硬さ・軟らか
さの変化などの面から検討を行い、授業の具体的な指導方
法について協議・検討します。使用されている教科書等をご
持参ください。汚れてもよい服装でおいでください。（一部グ
ループワーク・実習を含む）

畦　五月（教育学部　准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年8月23日
教諭

栄養教
諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭、栄

養教諭

6,000円 12人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504958号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】野菜の特性に着目して教
材を再検討する2

「煮る」ことを扱った教材は、小中学校で汁と煮物で取り上げ
られています。この「煮る」過程に着目して、色、硬さ・軟らか
さの変化などの面から検討を行い、授業の具体的な指導方
法について協議・検討します。使用されている教科書等をご
持参ください。汚れてもよい服装でおいでください。（一部グ
ループワーク・実習を含む）

畦　五月（教育学部　准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月13日
教諭

栄養教
諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭、栄

養教諭

6,000円 12人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504959号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】西洋史

この講座では、古代から近世にかけてのヨーロッパの歴史
を学んでいきます。最近イギリスのEU離脱が問題になって
いますが「ヨーロッパ」は歴史的にどのようにつくられてきた
のでしょうか。ヨーロッパはギリシア・ローマ文明、キリスト
教、そしてゲルマン人の世界が融合して生まれたといわれ
ています。この講座ではそれらが一体となって一つの世界を
形成していったことを年代順に①古代ギリシア世界②古代
ローマ世界③9～12世紀のフランス、イタリア④ルネサンス
時代、というように学んでいきそれぞれの時代の特徴を明ら
かにしていきます。

唐澤　晃一（教育学部　准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年7月5日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校社会科教諭、
高等学校地歴・
公民科教諭、特
別支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504960号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】歴史学

ヨーロッパの歴史を中心に、歴史学の基礎を学びます。グ
ローバル化が進む中で今の私たちは、ことなる文化や価値
観をもつ人たちと何らかの形で交流する機会が増えていま
す。そうした人たちの歴史や文化について知っていると、交
流を深めたり新たな価値観を発見したりすることができ、ま
た歴史を学ぶと、自分の周囲にある「世界」（や地域）とい
う、広い文脈の中に自分をおくことにより、自分を相対化す
ることができるようになるのです。この講座では、様々な例を
もとに、歴史学の意義や面白さについて知り、それを学校教
育の中でどう生かしていくことができるかを考えます。

唐澤　晃一（教育学部　准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年7月12日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校社会科教諭、
高等学校地歴・
公民科教諭、特
別支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504961号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

香川大学
【選択】運動が苦手な子にもやさ
しいボール運動教材を考える

本講習では、運動が苦手な学習者のゲームパフォーマンス
を向上させることをねらったゲーム教材（特にゴール型ゲー
ム教材）について実技を交えながら検討していきます。ま
た、ボール運動授業の学習内容としてのゲームパフォーマ
ンスについて解説します。

米村　耕平（教育学部　准教授） 香川県高松市 6時間 令和2年9月6日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校保
健体育科教諭

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504962号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【選択】消費行動と生活経営

現代の家庭生活においては、消費行動に影響される場面が
増大している。個人化が進展しているとはいえ、個人の消費
行動が家庭生活に及ぼす影響は多大なものがある。本講で
は、消費行動に焦点を充てながら、これからの家庭生活に
ついて考察していく。

時岡　晴美（教育学部　教授） 香川県高松市 6時間 令和2年10月17日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭、特
別支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年3月29日～
令和2年4月26日

令02-
10073-
504963号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】糖尿病を持ちながら成長
する子どもの体験～学校生活に
必要な小児糖尿病の基礎知識～

小児糖尿病を持つ子どもは，毎日血糖コントロールを行いな
がら学校生活を送っている。小児糖尿病（1型・2型）の病態，
治療（インスリン注射，インスリンポンプ，血糖測定，食事療
法，運動療法）について紹介し，低血糖/高血糖症状の予防
と，学校での対応・援助方法について考える。また，家族と
の連携方法や進学・就職時の課題などについて理解を深め
る。小児糖尿病サマーキャンプの実際とその効果を理解す
ることで，発達段階に合わせた子どもへの具体的な支援方
法を理解する。

薬師神　裕子（大学院医学系研究科教授）
野本　美佳（大学院医学系研究科助教）

愛媛県松山市 6時間 令和2年6月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504801号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】篆刻作品を作る

篆刻・刻字は高等学校学習指導要領では扱う内容に含まれ
ているが，十分であるとは言いがたい。印を作っても利用す
る場がないという日本の文化的環境が主因であると思われ
る。本講習では，印の歴史を学ぶこと，基礎的な篆刻の作
成過程を学ぶこと，日常的に使用できる印の作成を通じて，
篆刻への理解を深める。篆刻は，書芸術の一分野ではある
が，小さく赤い朱肉を利用することから，多分野へ応用でき
る可能性がある。主な受講対象者は愛媛県内の高等学校
書道教諭であるが，印を他の授業に生かしたいと考えてい
る教諭も受け入れる。

東　賢司（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年6月20日 教諭
愛媛県内の高等
学校書道教諭

6,000円 4人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504802号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】生き物と地球の見方と調
べ方

小学校・中学校理科の「生命」・「地球」を柱とした学習内容
について解説する。また，いくつかの単元を題材にして，観
察実験などの実習を取り入れながら，授業づくりにつながる
教材研究の方法，観察実験の理科学習における位置づけ，
課題設定，観察実験の結果の解釈と表現などについて言語
活動の工夫の紹介とともに学ぶ。教材の内容については，
動物と植物及び固体地球の多様な事象について観察しな
がら学ぶ。

中村　依子（教育学部准教授）
佐野　栄（教育学部教授）
向　平和（教育学部准教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年6月20日 教諭
小学校・中学校
理科・高等学校

理科教諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504803号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】図画工作科における道具
の取り扱い講座

本講習では，特に小学校における刃物を中心とした道具の
取扱いに自信のない方を対象として，「木のスプーン」を制
作する。制作の過程で，のこぎりや小刀，彫刻刀などの道具
の適切な使用方法を改めて確認し，こうした道具を使用する
ことの教育的意義を再考する。また，本講習を通して身に付
けた知識や技能をいかし，子どもたちの造形活動をより安
全に，より充実した内容に発展させることをねらいとしてい
る。

福井　一真（教育学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年6月20日 教諭

小学校・中学校
美術・高等学校
美術・高等学校
工芸・特別支援

学校教諭

6,000円 32人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504804号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛媛大学
【選択】英米文学・文化と英語教
育Ａ

英米文学・文化のなかで，イギリス英語圏（イギリス，ニュー
ジーランドなど）の文化とことばに焦点を当て，伝統的な側
面とともに最新の文化事情について，広く紹介する。イギリ
ス，つまり「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」
については，連合王国を構成する4つの国のうち，とくにイン
グランドとスコットランドの文化に係る諸事情を紹介する。
ニュージーランドについては，国内最大の都市オークランド
を中心に，多文化・他民族国家ニュージーランドの文化に係
る最新の情報を提供する。

井上　彰（法文学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年6月21日 教諭
中学校英語・高
等学校英語教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504805号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】日本国憲法の規範と適用

日本国憲法の条文というテクストに表現された規範，その解
釈によって産み出された規範，その具体的な適用という視
点で，日本国憲法の運用を具体的なトピックを取り上げなが
ら，分析，検討していく。憲法の社会的存在意義について考
える視点を提供したい。

井口　秀作（法文学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年6月21日 教諭
中学校社会・高
等学校公民教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504806号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】子どもとのコミュニケー
ション手段としての文化財

本講習では，まず，児童文化財の面白さ，魅力と幼児教育
実践における意義について体験的に理解する。特に，絵本
など児童文化財の作者の意図を理解したうえで，どのように
保育で展開していくかといった教材研究，教材開発の方法と
意義について理解する。そして，絵本やお話，紙芝居，パネ
ルシアターなど，さまざまな児童文化財の活用と展開につい
て学ぶ。

影浦　紀子（松山東雲女子大学　人文科学部准
教授）
児嶋　雅典（松山東雲短期大学　保育科特任教
授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年6月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504807号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】指揮法と吹奏楽指導

指揮法基礎：基本的な拍子および平易な楽曲の指揮の仕
方を学ぶ。（ピアノを用いた様々な楽曲の指揮）
指揮法応用：吹奏楽曲（数分程度の曲を２曲）の指揮法と吹
奏楽指導法を学ぶ。（小編成吹奏楽を用いる）

市川　克明（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年6月21日 教諭
小学校・中学校
音楽・高等学校

音楽教諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504808号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】運動が苦手な子に配慮し
た体育の授業づくり

体育授業において，各領域の内容を指導する際，個々の児
童生徒の運動経験や技能の程度などに応じた指導が求め
られる。特に，「運動が苦手な子」や「運動に意欲的でない
子」の指導には，運動の行い方，活動の場や用具，補助の
仕方などの工夫や配慮が大切になる。本講習では，講義と
実技を通して，運動が苦手な子や意欲的でない子に配慮し
た体育の授業づくりについて学習する。

日野　克博（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年6月21日 教諭

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 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504809号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】歴史研究と歴史教育ⅡＡ

日本近現代史について，いわゆる通史ではなく，いくつかの
視点・トピックを設定し，「史料」に即して検討を加える。具体
的には，食塩という「モノ」，そして瀬戸内海沿岸地域という
「地域」に着目して近代日本と「アジア」の関係を検討するこ
とで，教育現場において活用可能な「歴史教育の素材」を提
供したい。主な受講対象者は中学校社会・高等学校地理歴
史教諭であるが，受入に余裕がある場合は，小学校教諭も
受け入れる。

中川　未来（法文学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年6月27日 教諭
中学校社会・高
等学校地理歴史

教諭
6,000円 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504810号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】保育に生かす運動あそ
び・身体表現

日常保育の中でできる身体的な遊びや表現のほか，ボール
やフープ，ロープなどの用具や身近にある新聞紙などの廃
材を使った遊びを考えたり，年齢に応じた工夫等，発達を踏
まえた遊びの広げ方について考える。またグループ活動で
の，音楽に合わせた動きの創作や身体表現を実施する。

大上　紋子（聖カタリナ大学短期大学部　保育
学科教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年6月27日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504811号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】生物的領域における課題
研究・自由研究の指導について

次期学習指導要領では探究的な学習が推進され，課題研
究等の指導力が教員に求められている。そこで，本講習は
生物的領域の課題研究・自由研究における指導として，わ
かりやすいプレゼンテーションの作成や顕微鏡写真の撮り
方など実践的な内容で構成し，ＩＣＴの活用なども取り入れな
がら様々な観察・実験器具の使用方法も取り扱う予定であ
る。

向　平和（教育学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校・中学校
理科・高等学校

理科教諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504812号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛媛大学
【選択】教育実践と教師　－教師
生活を振り返る－

教師としての専門的な力量を向上させるためには，省察（リ
フレクション）という視点が必要不可欠である。本講習では，
教師生活に影響を与えた転機，その中での教育に対する見
方の変化，これまで取り組んできた教育実践などについて
整理することや，多様な学校種や年代の先生方とのグルー
プワークを通して，受講者自身の教師生活を省察し，今後
の教師生活に向けた行動目標や計画を設定する。

高橋　平徳（教育・学生支援機構講師） 愛媛県松山市 6時間 令和2年6月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504813号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】情報工学概説および情報
数学概説

情報工学概説では，情報工学に関する基礎的事項を学ぶ。
具体的には，コンピュータの基本構成と動作原理，ソフトウェ
アの仕組み，ネットワークとセキュリティについて最近の話
題も交えて解説する。情報数学概説では，離散数学に関す
る基礎的な事項を学ぶ。具体的には，ランダムウォークの基
本事項とランダムウォークにまつわる応用問題について解
説する。また，ランダムウォークの量子版ともいうべき量子
ウォークについても解説する。

黒田　久泰（大学院理工学研究科准教授）
安藤　和典（大学院理工学研究科准教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年6月28日 教諭
高等学校情報・
高等学校工業教

諭
6,000円 50人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504814号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】カリキュラムマネジメント
の考え方と保育実践

平成30年に幼稚園教育要領や保育所保育指針などの保育
関係のガイドラインが改定された。そこでは，保育計画の立
案からその実践，そしてその評価にいたるPDCAサイクルが
重視されている。本講習では，その理念を保育内容のさまざ
まな観点から保育者が意識することの大切さを考える。ま
た，具体的に問題点を示すことを通して改定の趣旨を探りた
い。

児嶋　雅典（松山東雲短期大学　保育科特任教
授）
浅井　広（松山東雲短期大学　保育科講師）

愛媛県松山市 6時間 令和2年6月28日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504815号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】中学校・高等学校国語科
教育の内容と方法

中学校・高等学校の古典(古文・漢文)の指導の在り方につ
いて考究する。古文・漢文の具体的な作品を取り上げ，作品
理解や作品分析を行い，古典作品の本質をとらえて教材研
究を深める。また，指導法の改善という視点から，学習者主
体，活動型の学習といった今日的な古典の指導方法につい
て考究する。

太田　亨（教育学部准教授）
小助川　元太（教育学部教授）
三浦　和尚（教育学部特命教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年6月28日 教諭
中学校国語・高
等学校国語教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504816号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】確率統計再入門

確率論では確率の世界において，与えられた前提条件に基
づいて，事柄が起こる確率を調べ，統計学では現実の世界
において，起こった観測結果を基にして，前提条件となる確
率を推測するというように，確率論と統計学では役割が若干
異なる。本講習では，確率論と統計学について，このような
違いや基本的な概念について理解を深めるとともに，具体
例を通して，統計的なデータの見方，推定や検定の考え方
などについても学習する。

観音　幸雄（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年6月28日 教諭
小学校・中学校
数学・高等学校

数学教諭
6,000円 50人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504817号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】ゴール型ボールゲームの
ための動きづくり

ゴール型のボールゲームには，ボールを操るテクニックばか
りでなく，ボールの位置，味方や相手の動きなどのゲーム状
況から得られるさまざまな情報からゲーム展開を予測し，ど
のようにプレーすればよいかを自分で判断する面白さがあ
る。本講習では，「観て，考えて，動く」というボールゲームの
本質的な楽しさに触れるとともに，ボールゲームに必要な動
きづくりと判断する力を育てるための学習環境について考え
る。

田中　雅人（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年6月28日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504818号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】情報化と経営

インターネットの利用が当たり前になっている今日，本講習
ではICTが経済や経営に与える影響や変化を理解すること
を目標とする。近年のICTの活用事例とともに，その背景に
ある変化についての理解を深める。そのためICTの技術で
なく，経済や経営の視点，経営戦略の変化やICTの活用法
などに主眼をおく。具体的なテーマとしては，ICTの普及と活
用，eビジネス，クラウド，ビッグデータ，IoT，AIなどを取り上
げる。

岡本　隆（社会共創学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年7月4日 教諭
高等学校商業教

諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504819号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛媛大学 【選択】物理学最前線

2名の講師がそれぞれの専門分野における最先端の話題
について講義する。話題の1つは宇宙物理学に関するもの
で，太陽系・銀河系から銀河宇宙に至る宇宙の諸構造につ
いて学習し，私たち自身と，私たちを生み出した宇宙との関
わりについて考える。もう1つの話題は溶液中での広い意味
での化学反応に関するもので，タンパク質などの複雑な分
子が溶液中でどのような構造をとるか，といった問題を自由
エネルギーの観点から考える。

松岡　良樹（宇宙進化研究センター准教授）
宮田　竜彦（大学院理工学研究科講師）

愛媛県松山市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校理科・高
等学校理科教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504820号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】乳幼児の保育と音楽のあ
る生活

日常生活において聞こえてくる全ての音に対する視点を変
え，子どもと音との関わりについて考える。また，生活に身
近な素材を活用した保育に活かせる音楽表現活動を行い，
幼児の表現力を高める音楽表現活動のあり方について考
えるとともに，それらの身近な素材を用いた音楽創作を実践
することによって，自らの音楽表現力を高める。

河内　奈穂（松山東雲短期大学　保育科准教
授）
小池　美知子（松山東雲女子大学　人文科学部
教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年7月4日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504821号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】折り紙と数理パズルから
みる算数・数学の世界

折り紙や数理パズルといった遊びのなかにも算数・数学的
な考え方を必要とするものが多くある。本講習では折り紙や
数理パズル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，最近の数学研究との関連についても紹介す
る。

安部　利之（教育学部教授）
平田　浩一（教育学部教授）

愛媛県西条市 6時間 令和2年7月4日 教諭
小学校・中学校
数学・高等学校

数学教諭
6,000円 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504822号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】効果的な英語授業づくり
のヒント

教室第二言語習得研究から，第二言語習得の認知プロセス
やインプット仮説，アウトプット仮説，インタラクション仮説な
どを概観する。また，フォーカス・オン・フォームなどの指導
法についても触れ，これまでに得られた知見から効果的な
英語の学習法と指導法を考察し，今後の英語教育にどのよ
うに生かしていくかを考える。講習では英語による言語活動
を行う場面がある。筆記試験には英語による回答を求める
設問を含む。

立松　大祐（教育学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校英語・高
等学校英語教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504823号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】特別支援教育（発達障害
等）

わが国は，誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い，
人々の多様な在り方を相互に認め合える共生社会を目指す
ことを宣言している。その基礎となるのが，障害のある者と
ない者が共に学ぶ仕組みであるインクルーシブ教育システ
ムである。本講習では，インクルーシブ教育システムの構築
という観点から，特別支援教育の現状と課題（障害者の権
利条約，発達障害に関する最近の知見，教育のバリアフ
リー化，学校における合理的配慮等）について学ぶ。

吉松　靖文（教育学部教授） 愛媛県西条市 6時間 令和2年7月4日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 60人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504824号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】身近な数理で学ぶ有限と
無限

部屋割り論法を用いた身近な問題の解き方について考え
る。また，図形や数列の話題から，数学において無限なもの
に出会う場面を取り出して，無限について数学的に語る適
切な方法について考える。さらに，線形な漸化式の解の公
式を導くこと，及び反復写像系から定まる図形について考え
る。

シャクマトフ　ディミトリ（大学院理工学研究科教
授）
平出　耕一（大学院理工学研究科准教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年7月5日 教諭
中学校数学・高
等学校数学教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504825号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】現代を生きる子どもの育
ちと臨床心理学的援助

近年，幼稚園，保育所，地域において子育て家庭への支援
が重要な課題であるが，少子高齢，情報過多といった現代
社会の特徴は子どもの心の育ちにどのようにかかわってい
るかを臨床心理学の立場から講義する。また，教育，保育
の専門家として子ども，保護者のよりよい育ちを支えるため
にどのような姿勢・態度で援助していくことが望ましいのかを
受講者同士によるグループワーク，事例検討を通して考察
する。

寺川　夫央（今治明徳短期大学　幼児教育学科
准教授）

愛媛県西条市 6時間 令和2年7月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504826号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

愛媛大学
【選択】構成的な学習指導のあり
方

1．数学的概念の構成・理解について，2．算数・数学学習に
おける他者との練り上げ・相互作用について，3．教師の役
割，4．主体的な学習を促す教材について，5．構成的学習を
目指した学習展開，これら5つのテーマをもって，主体的な
学習について協議する。構成的な学習指導の理論を理解す
ることによって，日頃の学習指導を反省し，よりよい実践に
つなげる。なお，主な受講対象者の小学校教諭は，算数専
科の教員に制限するものではない。

吉村　直道（教育学部教授） 愛媛県西条市 6時間 令和2年7月5日 教諭
小学校・中学校
数学・高等学校

数学教諭
6,000円 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504827号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】歌曲伴奏法（ドイツ歌曲・
日本歌曲）

中学校・高等学校の音楽の教科書から優れた日本歌曲とド
イツ歌曲を取り上げ，歌詞の内容，ドイツ語の発音，楽曲の
背景について考察し，理解を深めた上で，ピアノ伴奏の実技
演習を行う。予定曲目は，滝廉太郎作曲「花」，團伊玖磨作
曲「花の街」，成田為三作曲「浜辺の歌」，モーツァルト作曲
「すみれ」，ベートーヴェン作曲「君を愛す」，シューベルト作
曲「野ばら」「鱒」等。教育現場において，表現豊かなピアノ
伴奏で歌曲の素晴らしさを生徒達に伝えられるようになるこ
とを本講習の目的とする。

安積　京子（教育学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年7月5日 教諭
中学校音楽・高
等学校音楽教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504828号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】持続可能な社会に向けた
家庭科教育

「持続可能な開発のための教育（ESD：Education for 
Sustainable Development）」は，持続可能な社会をつくるた
めに，環境や開発，エネルギーなどの地球規模の問題を，
自らの問題として捉え，行動を起こす力を身につけることを
目指す教育である。本講習では，これからの社会をつくる子
どもたちが，どんな能力を身につけて，どう生きるべきかに
ついて，日常生活と世界とのつながりなどを考えさせる
SDGs（持続可能な開発目標）の消費者教育教材を中心に
理解する。

竹下　浩子（教育学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年7月5日 教諭
小学校・中学校
家庭・高等学校

家庭教諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504829号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】英米文学・文化と英語教
育Ｂ

本講習では，文学作品や映画の文化的発展を含むアメリカ
とイギリス文化の最新の傾向について学ぶ。テーマとして
は，文学，文化，音楽，映画，ポップカルチャー及び教育工
学などを取り上げる。それぞれのテーマについて，教育的意
義に注意を払いながら講義を行い，ディスカッションして考
察する。なお，本講習で使用する言語は主に英語である。

Marx Edward　Daniel（法文学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年7月11日 教諭
中学校英語・高
等学校英語教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504830号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】地理学研究の現在と地理
教育Ⅲ

地球環境を舞台に展開される人間の活動を多面的に探究
し，その性格や構造を明らかにする人文地理学の考え方と
方法の基礎を理解する。人文地理学の内容と課題，基本的
な考え方などについて，位置，分布，地域，環境，景観，空
間などの主要な概念を概説し，具体的な事例をあげながら
検討する。地域を構成する諸事象の特徴と，その仕組みに
ついて理解し，自ら分析できる基礎的能力を身につける。

兼子　純（法文学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年7月11日 教諭
小学校・中学校
社会・高等学校
地理歴史教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504831号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】小学校国語科教育の内
容と方法

新学習指導要領（国語）における「内容」は，［知識及び技
能］と［思考力，判断力，表現力等］から構成されている。ま
た，言語活動については，話すこと・聞くこと，書くこと，読む
ことの三つの枠組みが示されている。本講習は，それらを踏
まえながら，国語科教育の方法について国語科教育学の視
点から，国語科教育の内容について国語科内容学（日本文
学・日本語学）の視点から授業を展開する。

中西　淳（教育学部教授）
佐藤　栄作（教育学部教授）
青木　亮人（教育学部准教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年7月11日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504832号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛媛大学
【選択】身の回りの事物・現象の
見方と調べ方

身の回りには，必ずしも教材としては直接取り扱われてはい
ないが，非常に興味のある事物・現象が存在する。それらを
いくつか紹介するとともに，実際に実験を行って理解を深め
ることを目的として本講習を行う。主なテーマとしては，①力
の働きと運動の規則性，②環境に優しいエネルギー変換，
③色の化学，④ICTを用いた化学教育を予定している。

熊谷　隆至（教育学部教授）
細田　宏樹（教育学部准教授）
中本　剛（教育学部准教授）
大橋　淳史（教育学部准教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年7月11日 教諭
小学校・中学校
理科・高等学校

理科教諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504833号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】対話と理解の心理学

昨今，社会状況が変化する中で心理的に不安感を抱く方が
増え，子どもや家族の問題も多様化・複雑化していると言わ
れている。本講習では，臨床心理学の視点から子どもを取
り巻く問題に焦点を合わせ，人のこころと「対話」し，「理解」
することについて取り上げる予定である。具体的には，不登
校やいじめ問題，保護者対応等への理解を深め，対話のた
めの演習も用いながら，学級運営や教育相談活動に資する
内容にしたいと考えている。

信原　孝司（大学院教育学研究科准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年7月11日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 72人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504834号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】中世日本文学と和漢比較

国語の教材として扱われることも多い『平家物語』や『徒然
草』，説話集などを，和漢比較文学の視点から読み解いて
いく。漢文分野での学習内容と有機的に結びつけていき，
古文・漢文双方において読みが深められる方法・工夫につ
いて考えてみたい。あわせて，室町期の抄物や注釈書にも
触れ，当時の講義や学問活動の実態についても言及するこ
とができればと考えている。

田中　尚子（法文学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年7月12日 教諭
中学校国語・高
等学校国語教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504835号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】国連SDGsの達成を目指
した環境教育・ESD

国連「SDGs（持続可能な開発目標）」の達成に貢献する人
材育成を目指した，環境教育を切り口として展開する「ESD
（持続発展教育）」の基本理念と学習実践について学ぶ。現
行の学習指導要領で全教科にESDの理念が反映されたこと
を受けて，教科横断型の学び，環境問題と児童・生徒の生
活環境（食と健康，消費行動含む）に関する地域と連携した
学習活動を組み入れた学習指導案を作成できるようになる
ことを目標とする。

小林　修（国際連携推進機構准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年7月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504836号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】幼児教育における自然教
育の重要性

「人は自然の一員」という立場から考えると，感覚器・五感が
鋭敏な乳幼児期に自然環境の中で遊び，自然の多様性か
ら「生きる力」の源泉を涵養することが大切である。本講習で
は，乳幼児教育・保育・子育てにおいて忘れられている一番
重要なことを受講者の皆さんと共に問い直したい。

出原　大（松山東雲女子大学　人文科学部准教
授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年7月12日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504837号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】音楽づくりのヒントとアイ
ディア

音楽科では，創作活動の重要性が見直されている。教科書
が改訂されるたびに，音楽づくりや創作のページは，質・量
ともに充実してきた。しかし，「創作＝作曲」の意識は根強
く，教師の苦手意識から消極的であったり，音楽理論の指
導で終始したりする傾向がある。本講習は，身近な教育楽
器やICT機器（タブレット端末）を用いて，教師自らが，つくっ
て表現する活動を体験し，音楽づくりや創作の活動の意義
について問い直すことを目的としている。

井上　洋一（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年7月12日 教諭
小学校・中学校
音楽・高等学校

音楽教諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504838号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】教育実践と教師　－教師
生活を振り返る－

教師としての専門的な力量を向上させるためには，省察（リ
フレクション）という視点が必要不可欠である。本講習では，
教師生活に影響を与えた転機，その中での教育に対する見
方の変化，これまで取り組んできた教育実践などについて
整理することや，多様な学校種や年代の先生方とのグルー
プワークを通して，受講者自身の教師生活を省察し，今後
の教師生活に向けた行動目標や計画を設定する。

高橋　平徳（教育・学生支援機構講師） 愛媛県松山市 6時間 令和2年7月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504839号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛媛大学
【選択】食農教育の基本知識と学
級園指導

フィールド教育は，五感を使って多くの情報を得られるととも
に，体験による強いインパクトが得られることから，総合的に
知識を固定化しやすい教育手法と言える。本講習は食農教
育の技術習得を目的とし，①自然観察による教育方法，②
安全衛生配慮，③花や野菜の鉢植え栽培における基本技
術と学習の進め方，④学級園づくりの準備や管理技術，⑤
農機具の基本的な使い方，⑥ゲームを取り入れた自然・農
業学習実践について学ぶことができる。

上野　秀人（大学院農学研究科教授）
吉冨　博之（ミュージアム准教授）
大橋　広明（大学院農学研究科助教）

愛媛県松山市 6時間 令和2年7月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504840号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】食農教育の基本知識と学
級園指導

フィールド教育は，五感を使って多くの情報を得られるととも
に，体験による強いインパクトが得られることから，総合的に
知識を固定化しやすい教育手法と言える。本講習は食農教
育の技術習得を目的とし，①自然観察による教育方法，②
安全衛生配慮，③花や野菜の鉢植え栽培における基本技
術と学習の進め方，④学級園づくりの準備や管理技術，⑤
農機具の基本的な使い方，⑥ゲームを取り入れた自然・農
業学習実践について学ぶことができる。

上野　秀人（大学院農学研究科教授）
吉冨　博之（ミュージアム准教授）
大橋　広明（大学院農学研究科助教）

愛媛県松山市 6時間 令和2年7月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504841号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】ことばの科学としての国
語学

中学校及び高等学校の生徒が日本語という言語に興味・関
心を有するようになるには，いかなることをなすべきか，とい
うことについて考察する。受講者自身が現代日本語研究の
最新の研究成果にも触れ，実際に日本語を分析する訓練を
行うことによって，その力を高める。また，その中で得られた
ことの応用として，実際の授業内容を考案したり，教材を開
発したりする。こういった活動が教育現場につながっていく
道が確立されることを目指す。

塚本　秀樹（法文学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校国語・高
等学校国語教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504842号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】化石の科学入門

地学－とくに地質学・古生物学の分野に関連した内容の講
習である。より具体的にはアンモナイトを題材に，以下の内
容で実習と講義を行う。
1)アンモナイトの形態解析（等角螺旋の殻形態をどのように
計測して表すか，対数グラフの使い方と相対成長の概念を
理解する）
2)アンモナイトの姿勢復元（水中でどのような力が働いてい
るかを理解し，静水力学の理論と簡単な実験の両方で生息
姿勢を求め結果を比べる）
実習の内容は高校の授業（実験）でも応用することができる
よう設計されている。

岡本　隆（大学院理工学研究科准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校理科・高
等学校理科教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504843号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】子どもの身近に存在する
がんとの付き合い方

がんに関する基礎的な知識，がんに罹患した児童・生徒や
親ががんに罹患した児童・生徒の抱える課題，児童・生徒に
対する医療現場での支援について知る。それらをもとに，学
校教育の現場で実際に児童・生徒にどのように支援できる
のかや，支援する際の課題について考察する。

山内　栄子（大学院医学系研究科教授）
片上　貴久美（大学院医学系研究科助教）

愛媛県松山市 6時間 令和2年8月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504844号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】プログラミングによる制御
技術　－省エネルギーへの貢献
－

本講習では，プログラミングが貢献しうる応用分野として，
「制御」に注目し，省エネルギーに役立つ技術について考え
る。小学校理科の6年生「電気の利用」，中学校技術・家庭
科技術分野のD情報の技術「生活や社会における問題を，
計測・制御のプログラミングによって解決する活動」，高等学
校工業の電子計測制御「フィードバック制御」などの単元に
通じる内容である。

大西　義浩（教育学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月1日 教諭

小学校・中学校
理科・中学校技
術・高等学校工

業教諭

6,000円 12人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504845号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛媛大学 【選択】経済学における統計利用

今日の社会では，統計へのニーズがますます大きくなってき
ている。教育現場においても，教材や入試で統計の比重が
高まっている。本講習では，高校公民（政治・経済，現代社
会），中学社会で利用される統計について，主要な統計を取
り上げて解説を行う。受講者は，統計の知識・技能を身に付
け，さらに深めることができる。

佐藤　智秋（法文学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月2日 教諭
中学校社会・高
等学校公民教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504846号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】材料科学の最先端を理科
教育に取り入れる

粘土鉱物の材料としての応用として，特に，現在問題となっ
ているCsイオンに関する基礎知識や発光特性などの研究内
容を学ぶ。また，多くの物理現象や化学変化の基本となる
物質中の電子の挙動を通じて，どうやって高校生に理科へ
の興味や探究心を根付かせるか，自分の大学での教育経
験をもとに提案させて頂く。

佐藤　久子（大学院理工学研究科教授）
内藤　俊雄（大学院理工学研究科教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年8月2日 教諭
中学校理科・高
等学校理科教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504847号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】才能ある子どもの個性や
能力を伸長する教育

幼い頃より，身の回りの事物現象に強い関心を示したり，驚
くような抽象的で創造的な思考を示したりする子どもは少な
からず存在する。彼ら/彼女らは，通常学級での学習内容・
指導方法では不適応を示し，学習困難に陥ることもある。本
講習では，①才能豊かな児童生徒の特徴，②才能豊かな
児童生徒のためのプログラム・カリキュラム開発，③才能豊
かな児童生徒に対する授業方法と教材，④才能豊かな児童
生徒の評価の四点から，国内外の先端的な事例の紹介を
交え，教育実践の多様化・高度化の在り方について考察を
行う。

隅田　学（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月2日 教諭 全教諭 6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504848号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】動物園の効果的な教育活
用の方法について

本講習では動物園の役割や動物福祉などについて理解し，
効果的な動物園の活用に必要なスキルを学ぶ。具体的に
は園内の動物園動物の特徴やふれあい体験の効果的な指
導法，動物園利用で注意することなどを取り扱う予定であ
る。

向　平和（教育学部准教授）
作田　良三（松山大学　経営学部教授）

愛媛県伊予郡
砥部町

6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504849号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】動物園の効果的な教育活
用の方法について

本講習では動物園の役割や動物福祉などについて理解し，
効果的な動物園の活用に必要なスキルを学ぶ。具体的に
は園内の動物園動物の特徴やふれあい体験の効果的な指
導法，動物園利用で注意することなどを取り扱う予定であ
る。

向　平和（教育学部准教授）
作田　良三（松山大学　経営学部教授）

愛媛県伊予郡
砥部町

6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504850号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】新聞を学ぶ，新聞で学
ぶ，新聞を作る　～主体的・対話
的授業に向けて～

本講習は言語活動の充実を図り，読解力を育てる学習活動
として新聞活用講座を行う。新聞は多様な使い方ができ，国
語や社会などの教科だけでなく，道徳，学級活動などさまざ
まな学習に役立てることができる。新聞を学ぶ（新聞機能活
用），新聞で学ぶ（新聞記事活用），新聞を作る（思考力，判
断力，表現力を高める）をテーマに，印刷センター見学や記
者体験を行い，様々な角度から「情報」とどう向き合うべきか
を考える。主な受講対象者は小学校教諭であるが，受け入
れに余裕がある場合は，中学校国語・中学校社会教諭も受
け入れる。

鴛原　進（教育学部教授） 愛媛県伊予市 6時間 令和2年8月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 70人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504851号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】授業研究　－レッスン・ス
タディ－

日本で伝統的に行われてきた「授業研究」は，その意義や
方法が国際的な文脈で高く評価され，「レッスン・スタディ」と
して世界的に注目されている。2006年には，世界授業研究
学会も結成された。本講習では，様々な校種や教科で行わ
れている授業研究の考え方や方法を共有して整理すると共
に，愛媛大学で開発されたWeb型授業研究システムを使っ
て，授業に関する多面的な分析を行い，授業研究の新しい
展開について考察を行う。

隅田　学（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月18日 教諭 全教諭 6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504852号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛媛大学
【選択】小学校社会科・授業力の
向上

本講習では，広い視野から地域社会や我が国の国土に対
する理解を深め，国際社会で主体的に生きるための基盤と
なる知識や技能を児童に学習させていくために，各種の基
礎的資料を効果的に活用したり，社会的事象の意味や働き
などについて考え，表現したりする力をより一層重視した新
学習指導要領での社会科への改善点を踏まえて，小学校
社会科の授業力を高めるための具体的な指針を提示し，社
会科の新しい課題に対応した実践力の向上を図る講義・演
習などを実施する。

鴛原　進（教育学部教授）
井上　昌善（教育学部講師）

愛媛県松山市 6時間 令和2年8月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504853号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】数学的活動を積極的に取
り入れた授業構成について

これからの小・中・高の数学教育において求められる「数学
的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，○○を育
成する」という学習指導について，参加者の先生方と協議
し，それらを目指した教材研究にグループワークの形態で
取り組み考究する。本講習の内容としては，
1．なぜ数学的活動か，数学的活動とは？
2．数学的な見方・考え方について
3．活動をもとにした概念形成について
4．活用について
5．活動事例の紹介
などを予定している。なお，主な受講対象者の小学校教諭
は，算数専科の教員に制限するものではない。

吉村　直道（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校・中学校
数学・高等学校

数学教諭
6,000円 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504854号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】幼児期から子どもの個性
を伸ばし挑戦する心を育む科学
体験活動

21世紀を迎えて，幼い子どもたちであっても自然認識や問
題解決の有能性を示す研究が世界中で報告されている。我
が国では，幼い子どもたちの興味・関心が大切にされ，自発
的な活動が重要視されているのが特徴である一方で，同年
齢段階の子どもたち向けの諸外国の科学カリキュラムの到
達点から考えると，幼年期の素朴な知的好奇心を科学的な
探究や思考に十分橋渡しできていない可能性が高い。本講
習では，国内外の具体例を交え，環境や自然事象への関わ
りを通した子どもの学びの深化や拡充について考察を行う。

隅田　学（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月20日 教諭
幼稚園・小学校・
特別支援学校教

諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504855号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】英語教育の重要課題

英語教育の重要課題として，令和２年度の本講習では，「英
語リーディングの指導」を中心的なテーマとして取り上げる。
グループによる話し合いや活動体験を通して，英語で読む
力の構成要素，リーディング題材，テキスト・タイプとそれに
応じた読み，Pre/In(While)/Postリーディング活動のバリエー
ション，リーディングと他技能の統合，リーディングの評価な
どの内容について多面的に考察する。

池野　修（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校英語・高
等学校英語教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504856号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】障害児の医学

特別支援教育の対象となる児童・生徒は何らかの障害や病
気のある子どもたちである。彼らへの教育実践にあたって
は，障害の基礎となった疾患や闘病中の病気に対する知識
と理解が必須である。本講習では障害児の持つ医学的問題
について総合的に概説し，また各障害別の医学的特徴や必
要な治療，医療的ケアについて，教育現場での注意点を含
めて解説する。

中野　広輔（教育学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月20日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 100人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504857号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】社会科のためのデータ分
析入門

社会に対する理解を深めるには，メディア等が提供する情
報を鵜呑みにせず，自らの手でデータから情報を引き出し
活用できればより望ましい。そこで，本講習では，無償の統
計分析ソフトウエアRstudioを使って，初歩的なデータ分析手
法を学ぶ。データから信頼できる情報を引き出す（例えば因
果関係の推定）には，どのような前提を考慮し，どのような
手法で分析を行えば良いのか等を考察し，実習を通じて理
解を深める。

福井　秀樹（法文学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校社会・高
等学校公民教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504858号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛媛大学
【選択】ベテラン教員セカンドキャ
リア開発研修

75歳現役社会に対応するため，50歳代教員を中心として55
歳から75歳までのセカンドキャリアをデザインする。具体的
には，①教員としてのライフストーリー分析から自己の強み
を理解する。②チーム学校のスペシャリスト（スクールカウン
セラー，スクールソーシャルワーカー，地域コーディネー
ター，部活動指導員，ICT支援員等）の職務内容や報酬を理
解し，ワーク・ライフ・バランスを視野に入れた上で，自己の
今後のキャリアをデザインする。

露口　健司（大学院教育学研究科教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員（50歳代） 6,000円 100人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504859号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】小学校教育への円滑な接
続のために

幼稚園教育において幼児期に育まれた資質・能力を踏ま
え，小学校教育が円滑に行われるよう，幼児期にふさわし
い生活と教育の在り方や「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」から子どもの育ちをどのように捉え何を共有し合って
いくのかを考える。更に幼稚園教育と小学校教育との違い
や連携の在り方について，子ども同士，教師間の交流等の
実践例を通して受講者と話し合い，これからの取り組みにつ
いて考えていきたい。

泉　浩徳（松山東雲女子大学　人文科学部准教
授）
菅田　栄子（元松山東雲短期大学保育科特任
教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504860号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】小学校外国語・外国語活
動の進め方

小学校「外国語」「外国語活動」を対象として，話し合い及び
活動体験型（実際に活動を体験しながら指導の工夫や改善
点を考えるタイプ）の演習を通して，外国語を担当する教員
に求められる能力を向上させる。具体的には，(1) これまで
の「外国語活動」の成果と課題，新学習指導要領のポイント
の確認，(2) 「読む」「書く」活動のバリエーションの体験と留
意点の確認，(3) DVDを活用した「外国語（活動）」授業の分
析，(4) 英語発音やティーチャー・トークの練習などを含んだ
内容とする予定である。

池野　修（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504861号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】歴史研究と歴史教育ⅡＢ

西洋史について近年の新しい研究動向を紹介するととも
に，それをどのように教育に生かしたらよいかについて考え
る。高等学校世界史の教科書の記述や図版資料に新しい
研究動向がどのように反映されているかを紹介し，特に20
世紀ヨーロッパの歴史について，児童文学や当時のポス
ターを使った授業展開の一例を紹介する。主な受講対象者
は中学校社会・高等学校地理歴史教諭であるが，受入に余
裕がある場合は，小学校教諭も受け入れる。

吉田　正広（法文学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月22日 教諭
中学校社会・高
等学校地理歴史

教諭
6,000円 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504862号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】プログラミングでモータを
動かそう

本講習では，プログラミングにより，モータを動作させる。そ
して，プログラミングやものづくりの指導について理解を深め
る。また，コンピュータによる計測と制御や電気回路との関
連も取り扱い，社会・産業における役割について考える。主
な受講対象者は小学校・中学校理科・中学校技術教諭であ
るが，余裕がある場合は，中学校他教科・高等学校教諭も
受け入れる。

玉井　輝之（教育学部講師） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月22日 教諭
小学校・中学校
理科・中学校技

術教諭
6,000円 12人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504863号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】子ども・子育て支援と家庭
科保育学習

乳幼児期を中心とした子育てと子育て支援の現状・課題を
知り，「育てられている時期に育てることを学ぶ」家庭科保育
学習について考察する。子育てに関する実態調査や子育て
支援施策の動向をふまえ，青年期の保育学習の課題につ
いての理解を深めるとともに教材の検討を行い，体験的学
習法について学ぶ。

金子　省子（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月22日 教諭
小学校・中学校
家庭・高等学校

家庭教諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504864号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】子ども・保護者・教師のメ
ンタルヘルス

日本では1年間で3万人以上の人が，うつ病を発症してい
る。これは交通事故死の4倍以上に該当する。また，潜在的
抑うつ者はその10倍と報告されており，うつを理由に休職し
ている現状が報告されている。本講習では，学校現場で発
生するうつの原因と対策について講義をする予定である。

加藤　匡宏（大学院教育学研究科准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月22日 教諭 全教諭 6,000円 100人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504865号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛媛大学
【選択】会社と社会　－会計の視
点から－

会社，特に株式会社が社会の中で利害関係者と関わり，利
害調整をはかるために用いている財務諸表について，いく
つかの会社の有価証券報告書を用いて実際に財務諸表分
析を行いながら，その意義について考える。また，ビジネス
モデルが有価証券報告書，特に財務諸表にどのように表れ
ているかを考察する。これらを通じて，会計情報の社会の中
での役割についてあらためて考える。

岡本　直之（社会共創学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月23日 教諭
高等学校商業教

諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504866号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】保育者の立場からの子育
て支援の意義と実践

本講習では，幼児教育施設の特性を生かし，保育の専門性
を有する保育者による子育て支援のあり方等を考える。今
の日本の社会が抱えている課題の一つに人々の支え合い
が希薄になったということが挙げられる。在園児の保護者だ
けでなく，地域の保護者にも同じように子育て支援をするこ
とについて事例を用いながら省察していく。そして保護者を
子育ての主人公にする方策を考えてみたい。

岡田　恵（松山東雲短期大学　保育科講師）
友川　礼（松山東雲女子大学　人文科学部准教
授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年8月23日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504867号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】教科化時代における道徳
教育のあり方

「特別の教科　道徳」の実施で何が変わり，どのような授業
が求められるのかを概観したうえで，具体的な指導案を作
成することで，授業構成や発問，評価のポイントを理解す
る。また，それにあわせて学校教育活動全体を見通した取り
組みについても紹介し，今後道徳教育を組織的に推進して
いくために必要な手立てや工夫を考える。

杉田　浩崇（広島大学　大学院教育学研究科准
教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年8月23日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 50人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504868号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】放射線の健康への影響に
ついて

本講習は，教員が児童や生徒等に対して放射線の授業を
行なうために必要とされる基本的な知識を学習するための
ものである。講義内容には，放射線についての基礎知識，
放射線の人体への影響と防護の方法，放射性物質で汚染
された食品の安全基準に関するものの他，平成30年改正の
文部科学省放射線副読本に書き加えられた「原子力発電所
の事故と復興の歩み」についても盛り込まれている。また実
習として，霧箱の作成と観察，遮へい効果や距離の効果を
学習するための放射線測定を行う。

増田　晴造（客員准教授（非常勤講師））
岩﨑　智之（先端研究・学術推進機構学術支援
センター助教）

愛媛県松山市 6時間 令和2年8月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504869号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】学級活動を通じた学級経
営の充実

本講習では，小学校・中学校を対象とした学級経営の理論
と実践を学ぶ。「多様性＝包摂」型の学級経営を行うため
に，学級経営を必然的領域，計画的領域，偶発的領域に区
分し，それぞれの領域毎の指導のポイントを明整理する。ま
たチーム学校として養護教諭・栄養教諭には，学級や学校
生活への適応に困り感のある児童生徒のサポートポイント
や生活習慣を改善する自己指導能力育成のポイント等を検
討する。テキストには，拙著2017『学級経営の教科書』（東洋
館出版社）を使用する。

白松　賢（大学院教育学研究科教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校
教諭，養護教諭，

栄養教諭
6,000円 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504870号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】子どもにとっての製作活
動の意味

製作品を用いた遊びや，製作品を用いた保育者からの働き
かけの事例をみながら，保育活動における製作と子どもの
成長との関係について考察し，その効果や図画工作の指導
法について学ぶ。また，製作品を活用した幼児参加型のパ
ネルシアターなどを鑑賞しながら，見立ての時期をむかえた
子どもと，子どもが抱くイメージとの関係について学ぶ。

山本　斉（松山東雲短期大学　保育科教授）
増本　達彦（松山東雲女子大学　人文科学部准
教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年8月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504871号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

190 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

愛媛大学
【選択】特別支援教育（発達障害
等）

わが国は，誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い，
人々の多様な在り方を相互に認め合える共生社会を目指す
ことを宣言している。その基礎となるのが，障害のある者と
ない者が共に学ぶ仕組みであるインクルーシブ教育システ
ムである。本講習では，インクルーシブ教育システムの構築
という観点から，特別支援教育の現状と課題（障害者の権
利条約，発達障害に関する最近の知見，教育のバリアフ
リー化，学校における合理的配慮等）について学ぶ。

苅田　知則（教育学部准教授） 愛媛県西予市 6時間 令和2年10月31日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 60人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504872号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】国連SDGsの達成を目指
した環境教育・ESD

国連「SDGs（持続可能な開発目標）」の達成に貢献する人
材育成を目指した，環境教育を切り口として展開する「ESD
（持続発展教育）」の基本理念と学習実践について学ぶ。現
行の学習指導要領で全教科にESDの理念が反映されたこと
を受けて，教科横断型の学び，環境問題と児童・生徒の生
活環境（食と健康，消費行動含む）に関する地域と連携した
学習活動を組み入れた学習指導案を作成できるようになる
ことを目標とする。

小林　修（国際連携推進機構准教授） 愛媛県西予市 6時間 令和2年11月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504873号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】主体的・対話的で深い学
びを実現する問題解決場面を作
ろう

本講習では，様々な学校種や学年，そして幅広い教科や活
動で利用可能な問題解決場面の作り方を，子どもに人気の
科学教育番組であるアニメ「おさるのジョージ」が遭遇する
様々な問題とその解決過程から学ぶ。なお，主体的・対話
的な活動を通して学びが深まるためには，受講者が取り組
む問題解決の過程について予め分析しておく必要がある。

富田　英司（教育学部准教授） 愛媛県西予市 6時間 令和2年11月1日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504874号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】流体のふしぎなふるまい

流体力学は古典物理学の一分野で工学部機械工学科の主
要科目のひとつであるが，高校の一般科目の物理基礎や
工業科の原動機において少し教える程度である。そこで本
講習は，物理や原動機を教えるにあたってのバックグラウン
ドを補強していただくことを目的とする。流体現象には一般
の常識に反して意外性のあるものが多く，しかも多くの流体
実験が教室内で簡単に行える規模のものである。本講習で
は，機械工学科の流体力学を，実験を交えながら圧縮して
解説する。

保田　和則（大学院理工学研究科教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年11月7日 教諭

中学校理科・中
学校技術・高等
学校理科・高等
学校工業教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504875号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】線と面の空間　－鉄の溶
断・溶接による彫刻制作－

鉄の基礎的な溶断・溶接等の技術を体験することを通して，
金属の硬質な質感や熱に影響されやすい性質等を体感し，
美術における素材（教材）としての鉄（その他の金属）の可
能性を考察する。同時に鉄の特性を活かした線と面による
空間構成から，中学校美術・高等学校美術（工芸）でのモデ
リングやカーヴィングとは異なる彫刻（立体）の新しい題材を
探究する。

佐々木　昌夫（教育学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年11月7日 教諭
中学校美術・高
等学校美術・高
等学校工芸教諭

6,000円 10人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504876号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】生き物をめぐる相互作用：
環境応答，競争，共生

生物学に関する内容のうち，特に環境応答，競争や共生と
いう視点から，生物集団における相互作用について，最近
のトピックを交えながら講義する。これにより，この分野に関
する理解を深めるとともに，最近の知見を得る。題材として
は，乾燥や重力，被食や病害（生物的ストレス）に対する植
物の応答，一般論としての競争概念に基づく多種共存機
構，さらに，より具体的な植物・動物・菌類の相互作用や共
生システムの進化およびその維持機構といった基礎から発
展的内容までを扱う。

井上　幹生（大学院理工学研究科教授）
井上　雅裕（大学院理工学研究科教授）
今田　弓女（大学院理工学研究科助教）

愛媛県松山市 6時間 令和2年11月8日 教諭
中学校理科・高
等学校理科教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504877号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛媛大学
【選択】子どもの興味・関心を引き
出す保健学習の授業づくり

本講習の目的は，子どもの興味・関心を引き出す保健学習
の基本的な考え方について理解することである。そのため
本講習では，思考・判断を促し，主体的・対話的で深い学び
を実現する保健学習の授業づくりについて，ワークショップ
形式で講習を行う。子どもの思考・判断を促すためには，授
業で何をどのように教えるのかが重要となる。実際の授業
づくりを通して，理解を深めていくことを目指す。

糸岡　夕里（教育学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年11月8日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
保健体育・高等
学校保健体育教

諭，養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504878号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】特別支援教育（発達障害
等）

わが国は，誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い，
人々の多様な在り方を相互に認め合える共生社会を目指す
ことを宣言している。その基礎となるのが，障害のある者と
ない者が共に学ぶ仕組みであるインクルーシブ教育システ
ムである。本講習では，インクルーシブ教育システムの構築
という観点から，特別支援教育の現状と課題（障害者の権
利条約，発達障害に関する最近の知見，教育のバリアフ
リー化，学校における合理的配慮等）について学ぶ。

山下　光（教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年11月8日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 100人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504879号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】「考え，議論する道徳授
業」を創る

(1)道徳の教科化について背景や特徴を簡単におさえた上
で，(2)道徳科で求められている「考え議論する道徳授業」の
意義やねらいについて，理論的かつ実践的に講義する。そ
して，(3)授業のねらいと発問の重要性について，実際の道
徳教材を用いてグループで検討し，深い学びのある道徳授
業について具体的・実践的に考察する。

上地　完治（琉球大学　教育学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年11月8日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504880号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】近現代の日本文学

日本の近現代文学を対象に，近年の研究成果を踏まえなが
ら小説の解釈／分析方法について検討する。その際には，
文学研究や批評理論の動向とともに，昨今の社会をめぐる
話題についても触れることにしたい。本講習のねらいは，小
説をどう読むのかということとともに，小説を読む私たちを考
えることにある。

中根　隆行（法文学部教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年12月5日 教諭
中学校国語・高
等学校国語教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504881号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】経営情報倫理

現代的な情報環境におけるビジネス組織がもたらす経済
的・社会的影響について，特にプラットフォームカンパニー
の提供する情報サービスとそのビジネスモデルから考察す
る。ケーススタディを用いてディスカッションを行うことで，今
後の生徒指導においてそれらに対してどのように対応する
べきかについて議論し，考察する。

折戸　洋子（社会共創学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年12月5日 教諭
高等学校商業教

諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504882号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【選択】造形遊びの論理と実践

スライド解説をもとに「造形遊び」の論理について考察し，そ
の上で実際に「造形遊び」を行い，活動の様子をエピソード
記述またはビデオカメラ等で記録し，簡単なディスカッション
を行う。自分たちの「造形遊び」の行為の成り立ち（論理）を
とらえる視点を共有することで，子どもたちの「造形遊び」の
行為の成り立ち（論理）をとらえる視点の手がかりとしなが
ら，教師のかかわりのありようについて実践的に考察してい
く。

秋山　敏行（教育学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年12月5日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 24人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504883号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】特別支援教育（きこえに
困難を抱える児への支援）

特別支援教育においては，教師による障害のある子どもた
ちへの指導・支援が重要である。そこで本講習では，聴覚障
害はもちろん，LD・ADHDなどによりきこえに困難を示す子ど
もへの指導や支援について，聴覚のしくみやきこえに困難を
示す子どもの特性，聴覚補償・授業における情報保障・教室
の音環境などの理論とそれに基づく指導・支援の実際を中
心に講義する。

加藤　哲則（教育学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年12月5日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 100人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504884号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

愛媛大学 【選択】社会の中の数学

中学校，高等学校で数学を学ぶ際，何のためにこのようなこ
とを学ぶか理解できず，学習意欲が低下する生徒がいる。
そのような生徒のために，私達の身近に数学が使われてい
るものが多くあることを説明し，数学に対する生徒の関心を
高めるための一助としたい。

土屋　卓也（大学院理工学研究科教授）
大塚　寛（大学院理工学研究科准教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年12月6日 教諭
中学校数学・高
等学校数学・高
等学校情報教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504885号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】主体的・対話的で深い学
びを実現する問題解決場面を作
ろう

本講習では，様々な学校種や学年，そして幅広い教科や活
動で利用可能な問題解決場面の作り方を，子どもに人気の
科学教育番組であるアニメ「おさるのジョージ」が遭遇する
様々な問題とその解決過程から学ぶ。なお，主体的・対話
的な活動を通して学びが深まるためには，受講者が取り組
む問題解決の過程について予め分析しておく必要がある。

富田　英司（教育学部准教授） 愛媛県松山市 6時間 令和2年12月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504886号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学
【選択】これからの保育者に求め
られる幼児理解と保育実践

現在の子どもをとりまく環境は急激に変化してきており，幼
稚園教育においても，新たな専門性がさまざまな側面から
要求されるようになってきた。本講習では，子どもの社会性
発達と保育の役割，日々の保育の中で行う特別支援教育，
協同的な学びを実現する保育実践，教材とその工夫など，
より深い幼児理解を行い，新時代に求められる保育実践を
行うための基礎的な知識を学ぶ。

深田　昭三（教育学部教授）
青井　倫子（教育学部教授）

愛媛県松山市 6時間 令和2年12月6日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
令和2年4月3日～
令和2年4月30日

令02-
10074-
504887号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

熊本大学
【選択】発達障害のある児童生徒
のための応用行動分析

発達障害のある児童生徒は様々な行動上の問題を示すこ
とが多く、通常学級あるいは特別支援学級・学校において
も、そうした行動上の問題に対してどのようにアプローチす
るかが課題である。この講習では、応用行動分析に基づく
ケース検討及び支援方法の立案演習を通して、行動上の問
題に対する支援方法について学ぶ。特別支援学校・特別支
援学級担任だけでなく、通常学級における事例も扱う。

菊池　哲平（大学院教育学研究科准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年10月24日
教諭

養護教
諭

小・中・高・特支
教諭、養護教諭

6,000円 60人
令和2年5月18日～
令和2年7月31日

令02-
10081-
504066号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】身近に潜む数学

「数学は必要か？」「数学は社会に役に立っているのか？」
といった生徒が抱く疑問に対し、どのように応えるだろうか。
この問いに対し、各教師なりの応えを持つためには、教師自
身が数学が社会にどのように応用されているかについて知
る必要がある。本講習では、主に数学A程度までの知識を
仮定して、情報通信や情報セキュリティなどの身近なところ
に、中学・高校数学がどのように利用されているかについ
て、初歩から講義を行う。また、現場で使える話題の提供も
多く行う。

籾原　幸二（大学院先端科学研究部准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年7月25日 教諭
中・高（数学）教

諭
6,000円 40人

令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504067号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】ものづくりとタブレット端末
基本演習

ものづくり教育の意義や歴史的な変遷について概観すると
ともに、最新のものづくり教育の実践事例等を紹介する。さ
らに、今後のものづくり教育のあり方について検討する。タ
ブレットの演習では初心者を対象とし、タブレット端末の基本
操作・機能を学習するとともに簡単な動画作成について演
習を行う。

塚本　光夫（大学院教育学研究科教授）
田口　浩継（大学院教育学研究科教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年6月7日 教諭
小・中（技術）・高

（工業）教諭
6,000円 15人

令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504068号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】デザインの実技

デザインの演習では、造形素材として「紙（ペーパークラフ
ト）」を取り上げ、その表現を探求します。紙は豊富な加工特
性を持つ素材であり、そのデザイン制作の知的な楽しさ面
白さを通して、デザインの発想力と立体や空間への新しい
見方・考え方を培うことを目的とします。

梅田　素博（大学院教育学研究科教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年7月5日 教諭
中・高（美術）教

諭
6,000円 15人

令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504069号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

熊本大学
【選択】最先端の教科内容学（英
語学）-英語教師のための楽しい
語彙・文法指導-

ことばの形式と意味と使用場面との関係について、最新の
英語学・言語学の新知見を踏まえた考察を行いながら、英
文法指導のあり方について議論し、教材研究及び英語指導
の実践力を向上させることを目的とする。特に、日本語と英
語の構造の違いを踏まえつつ、場面に即した英語表現と対
応する日本語表現の用法に焦点を当てる。

登田　龍彦（熊本学園大学　非常勤講師） 熊本県熊本市 6時間 令和2年8月24日 教諭
小・中・高（英語）

教諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504070号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】中学校理科（化学・理科
教育）

子どもたちに科学を学ぶことの意義や有用性を実感する機
会を持たせて科学への関心を高めたり、主体的･対話的で
深い学びを実現する観点から、中学校理科化学領域の内
容および理科教育について、日常生活との関連が深い話題
の最近の研究成果などを含みながら解説、紹介します。

島田　秀昭（大学院教育学研究科教授）
飯野　直子（大学院教育学研究科准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年6月6日 教諭 中（理科）教諭 6,000円 15人
令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504071号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】木材の特性を活かした製
作学習の魅力

木材の横圧縮加工のメカニズムと各工程について説明し、
木材の特性を活かした製作の具体的な応用例を実演し、授
業実践が可能な木材の形状記憶特性に関する学習指導要
領を講習する。更に、木材の横圧縮加工技術による製作演
習を実施し、木材加工技術に対する知識の定着、理解の深
化、応用力の向上により、魅力ある授業づくりを図る。

楊　萍（大学院教育学研究科教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年6月14日 教諭
小・中（技術）・高

（工業）教諭
6,000円 15人

令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504072号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】音楽を読む、聴く、創る

（午前）音楽がどのように社会や政治と関わってきたか、そし
て音楽史、音楽学の研究がどのような方向性から何を目標
としているかについて、西洋古典音楽を素材とする研究の
紹介を通してその多様なあり方を提示する。
（午後）西洋音楽の基礎的理論の学習とその実践例を習得
する。音楽教育における歌唱教材の簡易なピアノ伴奏付け
実習を行う。

山田　高誌（大学院人文社会科学研究部准教
授）
國枝　春惠（大学院人文社会科学研究部教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年6月7日 教諭
小・中・高（音楽）

教諭
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504073号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】小学校における語彙指導
の理論と方法

小学校における語彙指導と表現指導について講義する。日
本語の語彙、敬語・待遇表現、叙法について学び、小学生
が多くの語彙を獲得し、それを理解語彙から表現語彙へ展
開するために、どのような手立てと方法があるか、考察す
る。発達段階に応じた語彙の獲得に加え、理解語彙から表
現語彙への展開のために、助詞、助動詞、補助動詞、敬語・
待遇表現、叙法にも焦点を当て語彙指導と表現指導を講義
する。

堀畑　正臣（大学院人文社会科学研究部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年6月13日 教諭 小教諭 6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504074号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】小学校における語彙指導
の理論と方法

小学校における語彙指導と表現指導について講義する。日
本語の語彙、敬語・待遇表現、叙法について学び、小学生
が多くの語彙を獲得し、それを理解語彙から表現語彙へ展
開するために、どのような手立てと方法があるか、考察す
る。発達段階に応じた語彙の獲得に加え、理解語彙から表
現語彙への展開のために、助詞、助動詞、補助動詞、敬語・
待遇表現、叙法にも焦点を当て語彙指導と表現指導を講義
する。

堀畑　正臣（大学院人文社会科学研究部教授） 熊本県阿蘇市 6時間 令和2年6月21日 教諭 小教諭 6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504075号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】特別支援教育の対象とな
る各障害種への理解と対応

特別支援教育の対象となる障害種である、知的障害、肢体
不自由、病弱・身体虚弱、視覚障害、聴覚障害、発達障害
(自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、限局性学習症)の
障害特性の理解と対応について概説する。教育における対
応を考える上での障害特性に関する基礎知識を学ぶと同時
に、必要に応じて詳細なアセスメントが必要かつ効果的であ
ることがイメージできるよう多様性についても説明する。

本吉　大介（大学院教育学研究科准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年7月4日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高・特
支教諭、養護教

諭
6,000円 80人

令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504076号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.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

熊本大学
【選択】学校の安全（幼稚園・小
学校対象）

日本スポーツ振興センターの事故報告や学校環境衛生基
準をもとに、保育園、幼稚園、および小学校の危険有害因
子を排除し、園児および児童が安心して園校内外での活
動、授業や学校行事に参加できるような環境づくりを目的と
し、リスクアセスメントとKYTの実演を通して安全衛生対策を
検討する。そして、自園校に適した安全マニュアルを構築す
る。

引地　力男（大学院教育学研究科准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年6月6日
教諭

養護教
諭

幼・小教諭、養護
教諭

6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504077号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】学校の安全（中学校・高
等学校対象）

日本スポーツ振興センターの事故報告や学校環境衛生基
準をもとに、学校の危険有害因子を排除し、生徒が安心して
体育および実験実習などの授業や課外活動に参加できるよ
うな学校環境づくりを目的とし、リスクアセスメントとKYTの実
演を通して安全衛生対策を検討する。そして、自校に適した
安全マニュアルを構築する。

引地　力男（大学院教育学研究科准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年7月4日
教諭

養護教
諭

中・高教諭、養護
教諭

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504078号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】学校の安全（幼稚園・小
学校対象）

日本スポーツ振興センターの事故報告や学校環境衛生基
準をもとに、保育園、幼稚園、および小学校の危険有害因
子を排除し、園児および児童が安心して園校内外での活
動、授業や学校行事に参加できるような環境づくりを目的と
し、リスクアセスメントとKYTの実演を通して安全衛生対策を
検討する。そして、自園校に適した安全マニュアルを構築す
る。

引地　力男（大学院教育学研究科准教授） 熊本県八代市 6時間 令和2年9月5日
教諭

養護教
諭

幼・小教諭、養護
教諭

6,000円 30人
令和2年5月18日～
令和2年6月30日

令02-
10081-
504079号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】学校の安全（幼稚園・小
学校対象）

日本スポーツ振興センターの事故報告や学校環境衛生基
準をもとに、保育園、幼稚園、および小学校の危険有害因
子を排除し、園児および児童が安心して園校内外での活
動、授業や学校行事に参加できるような環境づくりを目的と
し、リスクアセスメントとKYTの実演を通して安全衛生対策を
検討する。そして、自園校に適した安全マニュアルを構築す
る。

引地　力男（大学院教育学研究科准教授） 熊本県山鹿市 6時間 令和2年10月24日
教諭

養護教
諭

幼・小教諭、養護
教諭

6,000円 30人
令和2年5月18日～
令和2年7月31日

令02-
10081-
504080号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】学校の安全（中学校・高
等学校対象）

日本スポーツ振興センターの事故報告や学校環境衛生基
準をもとに、学校の危険有害因子を排除し、生徒が安心して
体育および実験実習などの授業や課外活動に参加できるよ
うな学校環境づくりを目的とし、リスクアセスメントとKYTの実
演を通して安全衛生対策を検討する。そして、自校に適した
安全マニュアルを構築する。

引地　力男（大学院教育学研究科准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年9月12日
教諭

養護教
諭

中・高教諭、養護
教諭

6,000円 30人
令和2年5月18日～
令和2年6月30日

令02-
10081-
504081号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】教科書の中の英語史

午前の部では、大まかな英語史の流れを概説します。午後
の部では、中学・高校の教科書の中に隠れている、英語史
の視点から見た様々な文法ポイント(統語・意味・形態・音
声)をみつけだし、それらをどのように日頃の指導に役立て
ていくことができるのかを検討・模索します。なお、ここで言う
「英語史」とは、英語という「言語そのものの歴史」のことであ
り、英語「教科書」の変遷史ではありませんので、ご注意下
さい。

松瀬　憲司（大学院人文社会科学研究部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年6月20日 教諭
中・高（英語）教

諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504082号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】教科書の文学を読みなお
す

（近代文学）国語の教科書における現在の定番教材「坊っ
ちゃん」と、かつての定番教材「草枕」について比較し、「プ
ロット」の概念、俳句的な構成法の知見を得た上で、後者の
教材としての復活可能性を探る。
（漢詩）国語の教科書に掲載されている漢詩について、修辞
学、構造論、歴史的背景等、大人の視点から読み返すこと
によって、授業の幅を広げることを目的とする。取り上げる
のは、主に孟浩然と李白の作品である。

跡上　史郎（大学院人文社会科学研究部准教
授）
中尾　健一郎（大学院人文社会科学研究部准
教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年6月27日 教諭
中・高（国語）教

諭
6,000円 40人

令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504083号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

熊本大学 【選択】姿勢と運動

本講習では、学校現場で課題となっている子どもの健康・体
力問題について考えます。
午前は「姿勢とからだのバランス」というテーマで、子どもの
姿勢の実態や良い姿勢について考え、自身の姿勢やからだ
のバランスをチェックします。
午後は「柔道場での『体つくり運動』」というテーマで、子ども
の体力の現状と発達段階に応じた素足での「体つくり運動」
について考えます。

井福　裕俊（大学院教育学研究科教授）
小澤　雄二（大学院教育学研究科准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年10月18日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭、
養護教諭

6,000円 30人
令和2年5月18日～
令和2年7月31日

令02-
10081-
504084号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】対人関係スキルアップ・ト
レーニング

教師の対人関係力とリーダーシップを向上するためのトレー
ニング。
①集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナ
ミックス（集団力学）の視点からの情報提供、②教育現場で
良好な対人関係を築く実践力を身につけためのるグループ
ワークから構成される。

吉田　道雄（元熊本大学教育学部教授） 熊本県天草市 6時間 令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高・特
支教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 60人
令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504085号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】小学校外国語活動と教室
英語：活動運営の実際

小学校外国語活動の理念や意義を理解することができ、そ
の実施方法について具体的に学ぶことができます。特に、
教員だけでなく児童らもまた使うことを目標にした教室英語
の運用について、実践的に学べます。これまでの中高の英
語科授業との違いを体験的に身に付けられるように、様々
な演習を展開しながらの啓発活動を中心に学んでいきま
す。

高木　信之（非常勤講師） 熊本県天草市 6時間 令和2年8月1日 教諭 小教諭 6,000円 40人
令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504086号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】小学校外国語活動と教室
英語：活動運営の実際

小学校外国語活動の理念や意義を理解することができ、そ
の実施方法について具体的に学ぶことができます。特に、
教員だけでなく児童らもまた使うことを目標にした教室英語
の運用について、実践的に学べます。これまでの中高の英
語科授業との違いを体験的に身に付けられるように、様々
な演習を展開しながらの啓発活動を中心に学んでいきま
す。

高木　信之（非常勤講師） 熊本県熊本市 6時間 令和2年8月19日 教諭 小教諭 6,000円 40人
令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504087号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】小学校外国語活動と教室
英語：活動運営の実際

小学校外国語活動の理念や意義を理解することができ、そ
の実施方法について具体的に学ぶことができます。特に、
教員だけでなく児童らもまた使うことを目標にした教室英語
の運用について、実践的に学べます。これまでの中高の英
語科授業との違いを体験的に身に付けられるように、様々
な演習を展開しながらの啓発活動を中心に学んでいきま
す。

高木　信之（非常勤講師） 熊本県八代市 6時間 令和2年9月5日 教諭 小教諭 6,000円 40人
令和2年5月18日～
令和2年6月30日

令02-
10081-
504088号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】対人関係スキルアップ・ト
レーニング

教師の対人関係力とリーダーシップを向上するためのトレー
ニング。
①集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナ
ミックス（集団力学）の視点からの情報提供、②教育現場で
良好な対人関係を築く実践力を身につけためのるグループ
ワークから構成される。

吉田　道雄（元熊本大学教育学部教授）
熊本県球磨郡
山江村

6時間 令和2年8月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高・特
支教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 60人
令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504089号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】対人関係スキルアップ・ト
レーニング

教師の対人関係力とリーダーシップを向上するためのトレー
ニング。
①集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナ
ミックス（集団力学）の視点からの情報提供、②教育現場で
良好な対人関係を築く実践力を身につけためのるグループ
ワークから構成される。

吉田　道雄（元熊本大学教育学部教授） 熊本県八代市 6時間 令和2年9月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高・特
支教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 60人
令和2年5月18日～
令和2年6月30日

令02-
10081-
504090号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】対人関係スキルアップ・ト
レーニング

教師の対人関係力とリーダーシップを向上するためのトレー
ニング。
①集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナ
ミックス（集団力学）の視点からの情報提供、②教育現場で
良好な対人関係を築く実践力を身につけためのるグループ
ワークから構成される。

吉田　道雄（元熊本大学教育学部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年10月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高・特
支教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 60人
令和2年5月18日～
令和2年7月31日

令02-
10081-
504091号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

熊本大学
【選択】対人関係スキルアップ・ト
レーニング

教師の対人関係力とリーダーシップを向上するためのトレー
ニング。
①集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナ
ミックス（集団力学）の視点からの情報提供、②教育現場で
良好な対人関係を築く実践力を身につけためのるグループ
ワークから構成される。

吉田　道雄（元熊本大学教育学部教授） 熊本県山鹿市 6時間 令和2年10月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高・特
支教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 60人
令和2年5月18日～
令和2年7月31日

令02-
10081-
504092号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】植物を通じて心と身体の
バランスを考える

植物は人間の生活の中に共生している生き物の一つで、人
は植物の花を見て綺麗だと感じ、植物の料理を食べて美味
しいと感じ心を動かす。
各人が五感を活用し、植物を通じて、楽しめ・笑をもてる心
のゆとりを得ませんか？
この講習で、身近な植物を見直し、気（エネルギー）が少しで
も上向き、心身のバランスが元気（元の気・普通の体調）に
近づくことができます。
植物を通して心と身体のバランスを考えるとともに、講習を
通して道徳的意識や、心の働きを豊かにするための情操教
育に寄与することを目的とします。

矢原　正治（山口東京理科大学　特命教授・薬
学部附属薬用植物園管理者）

熊本県阿蘇市 6時間 令和2年10月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高教諭、
養護教諭、栄養

教諭
6,000円 40人

令和2年5月18日～
令和2年7月31日

令02-
10081-
504093号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】歴史学の最前線

(午前）近年見直しが進む近世ヨーロッパ国家や社会につい
て、絶対王政以外の観点を紹介しながら、それらの多様な
実態について、理解を深める。
(午後）熊本県にある身近な古墳を題材として、それらが日
本や世界の歴史のなかにどのように位置づけられるのか、
また現在の地域社会においてどのような存在なのかについ
て考える。

中川　順子（大学院人文社会科学研究部准教
授）
杉井　健（大学院人文社会科学研究部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年7月25日 教諭
中（社会）・高（地

歴）教諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504094号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】小学校教育の最前線（食
生活・エネルギー教育）

（午前）食分野の最新情報、トピックスを紹介し、小学校家庭
科における「心身ともに健康で安全な食生活のための食育」
を考えたい。また、「和食のよさ」に着目した調理を実習し、
試食する。
（午後）人の１日あたり必要な摂取カロリーを基準としたエネ
ルギー事情について学ぶ。また、エネルギーを身近に捉え
かつ実感できるエネルギー教材を使った指導法を体験す
る。

武田　珠美（大学院教育学研究科教授）
東　徹（非常勤講師）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月8日 教諭 小教諭 6,000円 16人
令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504095号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】数学の世界へようこそ

数学を学び・教えるという行為の意義を再確認したいという
視点に立って、中学および高校数学の履修範囲の題材から
少し進んだ内容を中心に、それらの背景などについて講習
を行う。数学という学問の広がり・展開について、一段高い
視座から概観し、「学び・教える」ことへ何らかのフィードバッ
クがもたらされることを目標とする。

阿部　健（大学院先端科学研究部准教授）
谷本　祥（大学院先導機構准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年7月5日 教諭
中・高（数学）教

諭
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504096号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】健康で快適な学習環境づ
くり

温熱・空気環境が及ぼす人体の健康への影響について、建
築環境工学・公衆衛生学的な知識を身につけ、学校施設に
付帯する冷暖房・換気設備等の正しい利用方法を学び、児
童・生徒たちのために「健康で快適な学習環境づくり」が実
践できるようになりましょう。

長谷川　麻子（大学院先端科学研究部准教授） 熊本県八代市 6時間 令和2年8月22日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭、
養護教諭

6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504097号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】遺伝子診断と薬の効き方

医薬品に限らず、毒物や異物の体の中の動きを理解するこ
とは、教育現場でも重要です。本講習では、薬の効き方の
個人差の原因ついて、薬の身体の中の動き（薬物動態）と、
遺伝子の違い（遺伝子多型）による代謝酵素の機能の相違
をもとに説明します。また、実習では、受講者自身の遺伝子
診断を行うことにより、遺伝子診断の流れを紹介します。薬
学の理解を深め、学校教育に役立てていただくことを願って
います。

今井　輝子（元熊本大学薬学部特任教授）
猿渡　淳二（大学院生命科学研究部准教授）
首藤　剛（大学院生命科学研究部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月8日
教諭

養護教
諭

中・高教諭、養護
教諭

6,000円 35人
令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504098号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

熊本大学
【選択】学校保健の現状と課題3-
保健統計と思春期に発症する疾
患-

本講習は２つのエポックで構成される。一つは学校保健に
おいて欠かせない保健統計について、そのデータの基礎と
なる技術を学習し、自らデータの分析を行うことができること
を目指す。また、それらを学校現場での健康課題への取り
組みに対して応用することを考察する。今一つは、思春期に
発症が増加してくる疾患を取り上げ、観察のポイントを中心
に講義する。これらの疾患は、本人も家族も病気の発症に
気づきにくく、養護教諭や担任が早期に気づいてあげること
が、その児童・生徒の一生を左右することも少なくない。

長谷　真（大学院教育学研究科准教授）
後藤　知己（大学院教育学研究科教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年10月3日
教諭

養護教
諭

高（看護）教諭、
養護教諭

6,000円 30人
令和2年5月18日～
令和2年7月31日

令02-
10081-
504099号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】数学と文化～代数学の見
地からの数学の流れ～

数学の歴史的な発展を取り上げ、人間がどのように数学を
つくりあげてきたか、を考える。自然数・整数・小数・分数の
考え方、無限の捉え方を学習する。合同式・剰余類・ユーク
リッドの互除法・作図と代数方程式などからテーマを抜き出
す。中学・高校の教科内容も意識し、素因数分解の存在と
一意性の証明や、正多面体の数理などにも触れる。大学な
どで履修する「代数学」を中・高教員の目線で「学び直す」こ
とが主眼である。

宮崎　誓（大学院先端科学研究部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年7月18日 教諭
中・高（数学）教

諭
6,000円 40人

令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504100号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】天然資源は薬の宝庫～
天然資源からの創薬、薬草観
察、軟膏づくり～

人類は、古代より薬草などの天然資源を薬として利用してき
ました。そして現代においても、薬の約半数は天然資源から
開発されています。本講習では、天然資源からの薬の開発
について説明するとともに、薬用植物園において薬草を観
察していただきます。さらに、受講者それぞれが紫雲膏（熱
傷や痔疾を適応とする漢方薬の軟膏剤）を調製していただ
きます。本講習を通して天然資源から作られる薬への理解
を深め、児童･生徒の体験活動等の学校教育に役立つこと
を期待します。

塚本　佐知子（大学院生命科学研究部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年8月27日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭、
養護教諭

6,000円 40人
令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504101号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】寄生虫の世界を覗いてみ
よう

近年、世界では様々な感染症が話題になっている。日本で
は感染症、特に寄生虫による疾患は激減したが、新しい寄
生虫症も出現している。その歴史的な変遷を知ることで今後
の対策に役立てることができる。また、寄生虫以外の細菌、
ウイルス感染症も海外からの流入も含めて増加傾向があ
り、このような現況を理解し検討することで、新興感染症も含
めて、感染症の啓蒙を促す。

三森　龍之（元熊本大学大学院生命科学研究
部教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月25日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭、
養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504102号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】光る大腸菌を作ろう～中・
高における遺伝子教育～

遺伝子組換えや遺伝子診断などの技術は、一般社会にお
いてその知識が正しく伝えられずに誤解を招くことがありま
す。本講習では、遺伝子についての正しい知識を伝える「遺
伝子教育」ができるようになることを目指します。実習では、
マウスのDNAを用いたエタノール沈殿と、オワンクラゲの
GFP遺伝子を用いた光る大腸菌の作製を行います。また講
義では、遺伝子教育の実例と生命科学の最新の話題を紹
介します。

荒木　正健（生命資源研究・支援センター准教
授）
吉信　公美子（生命資源研究･支援センター助
教）
荒木　喜美（生命資源研究･支援センター教授）

熊本県熊本市 12時間
令和2年8月20日～
令和2年8月21日

教諭
中・高（理科）教

諭
12,000円 16人

令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504103号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】地域研究の方法論

（午前）八代妙見祭の神幸行事など県内各地の祭礼や行事
が、民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産としてどのような意
味・価値をもっているのかについて解説します。
（午後）2016年４月に発生した熊本地震で被災した二つの文
化財を考察対象とします。一つ目は国指定史跡の井寺古
墳、二つ目は未指定の有馬家文書です。特に、被災時に古
文書のような未指定文化財を売却・廃棄から守る活動の重
要性を確認します。

鈴木　寛之（大学院人文社会科学研究部准教
授）
三澤　純（大学院人文社会科学研究部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年7月19日 教諭
中（社会）・高（地
歴・公民）教諭

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504104号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

熊本大学
【選択】本日開店！理科ショッ
プー物理・生物売場ー

理科嫌いが叫ばれている昨今、子供達に理科を楽しく学習
してもらうためにはどうしたらよいかを考える機会をつくろう
と考えています。物理では、最新の情報科学と理科実験と
の融合について解説します。また、生物では、生命科学に係
る分野の中から急速に発展している分子細胞生物学と生物
多様性についてのテーマを解説します。

赤井　一郎（パルスパワー研究所教授）
逸見　泰久（くまもと水循環・減災研究教育セン
ター教授）
北野　健（大学院先端科学研究部教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中・高（理科）教

諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504105号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】ピアノ実技・声楽実技

（ピアノ実技）ピアノ演奏に必要な技術を、基本に立ち戻り再
考し、歌唱共通教材の曲や、その他の合唱曲を中心に音楽
表現に結びつけることを実践する。
（声楽実技）声楽演奏に必要な発声法、合唱での発声練習
のバリエーションの再考を行い、共通教材の声楽曲、合唱
曲の音楽表現実践につなげる。

袴田　和泉（大学院教育学研究科教授）
中原　雅彦（大学院教育学研究科准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年7月26日 教諭
小・中（音楽）教

諭
6,000円 15人

令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504106号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】通常の学級にいる発達障
害児等への支援

この講習では、通常の学級に在籍する発達障害児等への
理解と支援の実際について学ぶことを目標とする。前半は
大学の学習支援教室で得た知見に基づき、①認知特性に
応じた学習のつまずきへの対応と②行動の問題への対応
について指導例を中心に理解を深める。後半は、通常の学
級にいる架空の事例を用いた課題解決モデルに基づくケー
ス会議の演習を行い、学校内で教師が連携協力するための
体制づくりについて理解を深める。

干川　隆（大学院教育学研究科教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年7月12日
教諭

養護教
諭

小・中・高・特支
教諭、養護教諭

6,000円 60人
令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504107号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】心とからだのリラックス

この講習では、演習を通して心とからだのリラックスについ
て体験的に学ぶことを目的とする。前半では、動作法をもち
いた肢体不自由のある児童生徒への姿勢や動きの支援に
ついて学ぶ。後半では、発達障がいのある自閉症や知的障
がいのある児童生徒のコミュニケーションやストレスマネジメ
ント教育としての動作法について理解を深める。

干川　隆（大学院教育学研究科教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年6月14日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高・特
支教諭、養護教

諭
6,000円 60人

令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504108号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】中学校理科（化学・生物）

子どもたちに科学を学ぶことの意義や有用性を実感する機
会をもたせ、科学への関心を高める観点から、中学校化学
および生物に関連するテーマについて、実社会・実生活との
関連が深い最近の研究成果などを含みながら解説、紹介し
ます。

村田　貴広（大学院先端科学研究部准教授）
田邊　力（大学院先端科学研究部教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年7月11日 教諭 中（理科）教諭 6,000円 15人
令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504109号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】学校における法

（１）講習の目的は、学校教育現場にも適用されうる「法の考
え方」への基本的理解とします。
（２）講習の題材としては、校則や体罰などが問題となった実
際の裁判例などを題材とします。
（３）講習では、「法的に考え、表現し、議論する」ということに
ついて具体的に行いたいと思います。
（４）講習を受けることにより受講者が、後の学校教育活動
において言動を行う前に、その結果を事前に法的に予測で
きるようになることもめざします。

岡本　洋一（大学院人文社会科学研究部准教
授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月19日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 70人
令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504110号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学

【選択】思考力・判断力を育てる
音楽の授業づくり/「音楽の見方・
考え方」を育てる創作（音楽づく
り）の実践

（午前）音楽科の授業の中で言語活動を通して思考力・判断
力を育成しながら音楽の能力を高める学習のあり方を、実
践例の紹介と演習を通して考察していきます。
（午後）「創作（音楽づくり）」や音楽の常時活動を通して身に
付く「音楽の見方・考え方」について体験的に理解を深め、
その指導法について考えます。

山﨑　浩隆（大学院教育学研究科准教授）
瀧川　淳（大学院教育学研究科准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年6月28日 教諭
小・中（音楽）教

諭
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504111号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

熊本大学
【選択】特別な支援が必要な児
童・生徒への支援―社会性を育
む心理劇の理論と実際―

子どもの発達に関する知識や今日的課題を理解した上で、
心理臨床学的観点から児童・生徒の特性とその支援のあり
方について学ぶ。さらに心理劇という集団心理療法の理論
を学び、実際に体験して理解を深めることにより、学校現場
での児童・生徒への理解と支援のための手がかりを得る。

黒山　竜太（大学院教育学研究科准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高・特
支教諭、養護教

諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504112号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】数え上げの数学について

格子点の数と多角形の面積の関係を表すPickの公式を中
心に数え上げの数学（の幾何学的側面）について初歩から
解説する。時間に余裕があれば、Pickの公式と複素関数論
との関係についても解説したいと考えている｡

中川　泰宏（大学院先端科学研究部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年8月24日 教諭
中・高（数学）教

諭
6,000円 40人

令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504113号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】児童生徒の理解と対応
（特別支援教育・生徒指導）

「生きる力」の育成を目指す上で、特別支援教育と生徒指導
は極めて重要な視点である。しかし、社会や教育環境の変
化などに伴い、その対応が大変困難な課題になることがあ
る。そこで、その関わり方を多数の実例から考察するととも
に、演習や班別協議によって実践的指導力の向上を図る。

田中　慎一朗（熊本市教育委員会　学校教育部　
総合支援課　指導主事）
星子　真一郎（熊本市教育委員会　学校教育部　
総合支援課　特別支援教育室　指導主事）

熊本県熊本市 6時間 令和2年9月26日
教諭

養護教
諭

小・中教諭、養護
教諭

6,000円 60人
令和2年5月18日～
令和2年6月30日

令02-
10081-
504114号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】児童が楽しく学べる体験
型電気教材作り

新学習指導要領に対応した教材の紹介と製作を行う。充放
電教材、プログラムを使った電気エネルギー変換教材製作
や、簡単に使えるマイコン実習も行う。また、「電気の量」を
定着させる教材とポイントを紹介する。更に、複数の手回し
発電機により電気機器を動かす教材を体験する。

東　徹（非常勤講師） 熊本県熊本市 6時間 令和2年8月18日 教諭 小教諭 6,000円 16人
令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504115号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】経済学の視点から経済社
会問題を考える

本講習では、経済学の基本的な考え方を身につけ、経済社
会問題に対して、その問題の要因や解決策について論理的
に考察できるようになることを目的とします。経済学の基礎と
応用について解説を行い、また経済取引実験や経済問題に
関するグループワークも行います。現代の経済社会の課題
に対する解決策を論理的に考察する教育の実践におきまし
て、参考にして頂けるのではないかと思われます。

大野　正久（大学院人文社会科学研究部准教
授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月25日 教諭
中（社会）・高（公

民）教諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504116号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】熊本地震の再考、地質構
造運動と地形および断層教材開
発

熊本地震の発生のメカニズムと九州地方の地体構造発達
史について解説する。また、人吉盆地の形成メカニズム、球
磨川の流路規制要因および断層や褶曲について教材化し
た事例をいくつか紹介し、最後に授業で役立つ断層模型を
作成する。

田中　均（元熊本大学教育学部教授）
熊本県球磨郡
山江村

6時間 令和2年9月12日 教諭
中・高（理科）教

諭
6,000円 20人

令和2年5月18日～
令和2年6月30日

令02-
10081-
504117号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】すぐに使える基本から応
用までの電磁誘導教材作り

電磁誘導の基礎から応用までの体験型教材開発を行う。ま
ず電磁誘導現象の発見の歴史に触れ、身の回りにある電
磁誘導応用製品(IH調理器等)を教材と実物を用いて紹介す
る。次にこれらの基本教材の製作とポイントを説明する。最
後に、スマートフォン非接触充電教材を製作する。製作した
教材は持ち帰って授業ですぐ使うことができる。

東　徹（教育学部非常勤講師） 熊本県熊本市 6時間 令和2年8月26日 教諭
中（理科、技術）・
高（理科、工業）

教諭
6,000円 16人

令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504118号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】学校保健の現状と課題2-
①学校検尿と腎臓病、②リプロダ
クティブヘルスの課題-

①のコマでは、学校検尿、こどもの腎臓病、正しい採尿の仕
方、学校現場における管理や注意点について概説する。
②のコマでは、生涯にわたりリプロダクティブヘルスを維持
増進できるよう、子どもの健康や性に関する指導にかかわ
る学校教諭に知っておいてほしいリプロダクティブヘルスの
課題と妊孕性に関する知識について概説する。

仲里　仁史（大学院教育学研究科教授）
秋月　百合（大学院教育学研究科准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年9月27日
教諭

養護教
諭

小・中・高・特支
教諭、養護教諭

6,000円 30人
令和2年5月18日～
令和2年6月30日

令02-
10081-
504119号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】森林環境教育の最前線

SDGｓとの関連を踏まえ、森林環境教育の意義・役割につい
て学ぶ。次に、森林を身近に捉えかつ実感できる森林環境
教育用の教材及び指導法を紹介する。実際に学校現場で
実践可能な木を素材にしたものづくり体験（実践）や森林を
フィールドとした活動（例示）をとおして、学校教育における
森林環境教育のカリキュラムを作成する。

田口　浩継（大学院教育学研究科教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年9月27日 教諭
幼・小・中・高教

諭
6,500円 16人

令和2年5月18日～
令和2年6月30日

令02-
10081-
504120号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

200 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

熊本大学
【選択】特別支援教育に活かす音
楽療法のアプローチ

この講習では、特別支援教育における音楽療法のアプロー
チを活用した支援の実際について理解することを目標とす
る。まず、音楽療法の実践に必要な知識や技法を学ぶ。そ
の上で、音楽の特性を活用して、支援を必要とする子どもや
クラスの子どもたちの発達を促す音楽活動の展開について
検討する。

藤原　志帆（大学院教育学研究科准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年11月14日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・特支
教諭、養護教諭

6,000円 60人
令和2年5月18日～
令和2年8月31日

令02-
10081-
504121号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】家庭科教育の最新事情
（住居学・家庭科教育学）

住居学領域では、住環境を取り巻く今日的課題を取り上げ
ると共に、防災、防犯対策など安全な住まい方について
ワークショップを通じて考える。
家庭科教育学領域では、学習指導要領でも取り上げられて
いる地域社会と家庭科教育に焦点を当てる。まず、地域社
会と小学校家庭科がどのような関係であったのかを歴史的
に振り返る。次に授業実践例を検討しながら、今後の連携
の在り方について考察していく。

中迫　由実（大学院教育学研究科准教授）
増田　仁（大学院人文社会科学研究部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年6月6日 教諭
小・中・高（家庭）

教諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504122号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】国語科「読むこと」の学習
指導

国語科の「読むこと」の領域における文学的文章の学習指
導について、理論と実践の両面からの知見を深める。具体
的には、中学校・高等学校での授業実践に役立つ、語りに
着目した教材研究と授業構想に関する講義・演習を中心と
する。

仁野平　智明（大学院教育学研究科准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年8月11日 教諭
中・高（国語）教

諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504123号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】家庭科教育の最前線（家
庭経営学・家庭科教育学）

（家庭経営学）男女共同参画社会の推進とワーク・ライフ・バ
ランスに関する講義を行うとともに、マネーゲームを通して、
収入と支出のバランスの取り方・消費者としての金銭管理能
力の育成について考える。
（家庭科教育学）家庭科では、「持続可能な社会の構築の観
点から、資源や環境に配慮したライフスタイルの確立」に関
わる学習が重視されている。家庭科の特質を踏まえ、具体
的にどのような学習内容・方法で展開していくのか検討す
る。

八幡　彩子（大学院教育学研究科教授）
宮瀬　美津子（大学院教育学研究科教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年6月28日 教諭
小・中・高（家庭）

教諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504124号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】小・中学生向け古文書読
解授業の開発

古文書は大人向きという通念は誤りで、「小学生だから読め
る古文書講座」もすでに開かれている。本講習ではまず、
小・中学生を対象にした古文書読解授業の実例を紹介し、
古文書を読解する学習上の効果と意義について説明する。
次に、くずし字の判読法と古文書様式論の初歩を演習形式
で学んだうえで、小・中学生向け古文書読解授業の開発に
向けての課題について検討する。最後に、受講者各自が、
古文書読解授業の指導案を作成して提出する。

春田　直紀（大学院人文社会科学研究部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年11月14日 教諭
小・中（国語・社

会）教諭
6,000円 30人

令和2年5月18日～
令和2年8月31日

令02-
10081-
504125号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】先端電気工学と情報化社
会の関わり・豊かな社会を支える
電気工学の最前線

電気工学を応用した生産技術により、情報化を支えるデバ
イスや機器を量産し普及させ、それにより高度情報化社会
が成り立っている。このような技術のつながりを考察し、要
約レポートを作成して討論する。また、電気エネルギーの発
生・伝送・変換からエレクトロニクス、情報、通信技術の基盤
的学問として産業技術分野に裾野が広がっている電気工学
の役割の理解を深め、さらに先端研究の動向を共有する。

佐久川　貴志（パルスパワー科学研究所教授）
勝木　淳（パルスパワー科学研究所教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月26日 教諭
中（理科）・高（工
業・情報・物理）

教諭
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504126号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】やる気の心理学

心理学的観点からやる気のメカニズムについて解説し、子
どものやる気の状態や理由を教師がどのように分析し、ど
のような支援をしていけるのかについて学ぶ。また受講者同
士の実践を話し合うことで、子どもの状況に合わせた具体的
な支援の方法について検討する。

高崎　文子（大学院人文社会科学研究部准教
授）

熊本県球磨郡
山江村

6時間 令和2年8月29日 教諭
幼・小・中・高・特

支教諭
6,000円 60人

令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504127号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/
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熊本大学
【選択】小学校教育の最前線（図
画工作）

時代や社会的背景により美術教育への要請は変化してき
た。本講習では、時代を見据え、美術教育の目的、方法に
ついて振り返り、美術教育の今日的課題を見出す。
<午前>これからの時代に期待される映像メディア表現と「主
体的・対話的で深い学び」における学修の方向性を演習課
題から検討する。
<午後>戦後美術教育実践の変遷から過去の題材を分析的
に考察し、美術教育の今日的課題と実践的対応について検
討する。

赤木　恭子（大学院教育学研究科准教授）
喜久山　悟（大学院教育学研究科教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年7月12日 教諭
小・中・高（美術）

教諭
6,000円 25人

令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504128号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】脳と体力づくりのはなし

本講習では、脳に関わる話題と体力づくりに関わる話題を
取り上げます。午前は、脳の働きを体験するための演習を
通して、スポーツと脳の関わりについて考えます。午後は、
体力づくりの意義や具体的な向上策について取り上げ、議
論します。

坂本　将基（大学院教育学研究科准教授）
中川　保敬（大学院教育学研究科シニア教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月12日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭、
養護教諭

6,000円 40人
令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504129号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学

【選択】学校保健の現状と課題1-
子どもたちの健康課題の捉え方
と養護教諭を取り巻く現状につい
て-

午前は、子どもたちの生活習慣に関する問題、生活習慣に
影響を及ぼす要因について考えていく。また、養護教諭とし
ての専門性を活かし、子どもたちの心身の健康問題等を
探っていくための調査等の在り方について学んでいく。午後
は、養護教諭の歴史的背景を振り返り、一般教諭とは異な
る特性について学ぶ。養護教諭の職務について、周りの人
たちや養護教諭自身がどう捉えているかという視点から再
考する。

入谷　仁士（大学院教育学研究科准教授）
久保　昌子（大学院教育学研究科教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年6月14日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504130号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】学校教育と子どもの発達

脳科学や心理学における発達研究の最新知見に基づい
て、認知・情動・社会性の観点から整理を行い、子どもの発
達について具体的なイメージをつかむ。さらに、そこで整理
された子どもの認知的・情動的・社会的な発達課題を念頭
におきながら、子どもの学習や発達を支える教育とは何か
について、環境・関係・評価の観点から必要な吟味・検討を
加え、理解を深める。

藤田　豊（大学院人文社会科学研究部教授） 熊本県天草市 6時間 令和2年8月6日 教諭
幼・小・中・高教

諭
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504131号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【選択】絵画の実技

美術の絵画分野の基礎・基本を習得・確認します。絵画表
現についての技術知識（デッサンについて。水彩について。
静物・構想・人物について。）を講義・実技を通して確認し習
得することを目標とします。小学校・中学校教育で使用する
水彩絵の具を使っての講習によりモチーフやモデルを使っ
て絵画制作の要点と魅力を再確認するものです。

松永　拓己（大学院教育学研究科准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年6月13日 教諭
小・中・高（美術）

教諭
6,000円 25人

令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504132号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】学校保健の現状と課題4-
健康相談における予防的アプ
ローチ-

学校保健安全法の改正により、健康相談は特定の教職員
に限らず、養護教諭、学校医・学校歯科医・学校薬剤師、担
任教諭など関係教職員が関わることとなった。健康相談の
過程において、児童生徒が心身の健康問題を自分自身で
解決しようとする予防的アプローチの視点も重要である。そ
こで、ストレスマネジメントやアサーション・トレーニングを取
り上げ、講義・演習により、健康相談における予防的アプ
ローチについて考える。

松田　芳子（大学院教育学研究科教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年10月17日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭、
養護教諭

6,000円 20人
令和2年5月18日～
令和2年7月31日

令02-
10081-
504133号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】新学習指導要領を生かし
た小学校国語科の授業づくり

新学習指導要領を生かした国語科の授業づくりについて、
実践紹介や演習を通して学ぶ。子供たちの学び合いを促す
ための手立てや、学び合いを通じた関係づくりについて焦点
を当てる。「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の三領
域について、受講者の経験を生かしながら具体的な実践開
発につながるようにする。

北川　雅浩（大学院教育学研究科准教授）
熊本県球磨郡
山江村

6時間 令和2年7月11日 教諭 小教諭 6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504134号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

熊本大学
【選択】自由理論から日本国憲法
を考える

いじめや自殺の問題に取り組むうえで、人権理論に対する
十分な理解は、将来世代に対する現在世代とりわけ教育に
係る者の責務といえます。本講習では、「人権とは何か？」
という問いのもとに「普遍的価値」「概念の抽象化」「市民革
命」「社会契約」等の話題を織り交ぜ日本国憲法を解説しま
す。国家の基礎法から導かれる理論を、次世代の主権者教
育に役立てていただければと願っております。

德永　達哉（大学院人文社会科学研究部准教
授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年9月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭

6,000円 50人
令和2年5月18日～
令和2年6月30日

令02-
10081-
504135号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】数学的モデリングサイク
ルを取り入れた教材開発

現在、理系離れや算数・数学活用能力の育成が問題となっ
ている。これらの問題に対する１つの方策として、数学的モ
デリング教材が期待されている。この講習では数学的モデリ
ングの考え方とその考え方を用いて開発された教材を紹介
する。

吉村　昇（大学院教育学研究科准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小・中・高（数学）

教諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年4月12日

令02-
10081-
504136号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】数学的モデリングサイク
ルを取り入れた教材開発

現在、理系離れや算数・数学活用能力の育成が問題となっ
ている。これらの問題に対する１つの方策として、数学的モ
デリング教材が期待されている。この講習では数学的モデリ
ングの考え方とその考え方を用いて開発された教材を紹介
する。

吉村　昇（大学院教育学研究科准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年9月12日 教諭
小・中・高（数学）

教諭
6,000円 30人

令和2年5月18日～
令和2年6月30日

令02-
10081-
504137号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】体育科教育の最前線（身
体の生理的機能とスポーツ活動・
体育の授業づくり）

（身体の生理的機能とスポーツ活動）高齢社会における運
動・スポーツの重要性および身体の生理的な機能とスポー
ツの関連について、骨格筋を中心に講義形式で進めてい
く。
(体育の授業づくり)体育科における授業づくりについて概説
する。体育科の見方・考え方、育成を目指す「資質・能力」を
踏まえ、体育授業における学習内容、学習活動について検
討していく。

大石　康晴（大学院教育学研究科教授）
坂下　玲子（大学院教育学研究科教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年7月26日 教諭
小・中・高（保健

体育）教諭
6,000円 40人

令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504138号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】体験活動の教育的意義と
集団宿泊学習における企画立案
の実際

現代の子どもたちを取り巻く社会状況が急速に変化してい
るなかで、集団での自然体験活動や生活経験の必要性が
増してきている。
本講習では、発達段階に応じた体験活動の必要性に関する
講義、アイスブレイクの手法や野外調理を通して、指導技術
や安全管理等、集団宿泊学習における指導方法を学ぶ。ま
た、オリエンテーリングの実際について体験し、自然体験活
動の効果や指導上の留意点、企画・立案及び安全管理の
実際について学ぶ。

中川　保敬（大学院教育学研究科シニア教授）
北見　靖直（国立阿蘇青少年交流の家　次長）
尾家　義隆（国立阿蘇青少年交流の家　企画指
導専門職）
田中　英祐（国立阿蘇青少年交流の家　企画指
導専門職）

熊本県阿蘇市 12時間
令和2年7月28日～
令和2年7月29日

教諭 小・中教諭 12,000円 40人
令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504139号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】小学校教育の最前線（理
科）

新学習指導要領における重点課題である「主体的で対話的
で深い学び」、「資質・能力の育成」、「文脈と活用」などを理
科学習において具体化する視点と方法について解説し、理
論を実践に結び付けるための演習を行います。また、小学
校理科物理領域と実社会・実生活との関連が深い話題につ
いて最近の研究成果などを含みながら解説、紹介します。

渡邉　重義（大学院教育学研究科教授）
岸木　敬太（大学院先端科学研究部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年7月19日 教諭 小教諭 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年4月30日

令02-
10081-
504140号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】学校保健の現状と課題5-
養護教諭に必要なフィジカルアセ
スメントとその実践-

本講習は、養護教諭が日常的に実践しているフィジカルア
セスメントとそれに基づく対応を再考することを目的とする。
まず、養護教諭に必要なフィジカルアセスメントについて概
説する。次に、患者シミュレータならびに受講者を対象として
バイタルサインならびに聴診を中心とした観察実習を行う。
さらに、提示した事例への対応についてグループで検討し、
緊急時対応について演習を行う。

佐藤　伸子（大学院教育学研究科講師） 熊本県熊本市 6時間 令和2年10月25日
教諭

養護教
諭

養護教諭、養護
教諭及び教諭の
免許状の両方を

有する者

6,000円 20人
令和2年5月18日～
令和2年7月31日

令02-
10081-
504141号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.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

熊本大学
【選択】リーダーシップとコミュニ
ケーション

経団連が2018年度新卒採用の選考の際に重視した上位3
点は、「コミュニケーション能力」、「主体性」、「チャレンジ精
神」である。つまり、これからは学校教育においても子どもた
ちにこれらの力を育成していくことが求められている。本講
習では、対人関係スタイルの成り立ちを理解し、将来、子ど
もたちが国際社会のリーダーとなるために必要な力を身に
つけるための指導法及びその意義について学ぶことを目的
とする。

川越　明日香（大学教育統括管理運営機構准
教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月8日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭、
養護教諭

6,000円 60人
令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504142号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学
【選択】社会保障の理念とその現
代的変容

（午前）社会保障は、国民生活にとって重要な制度である
が、財源問題を含めて見直しを迫られている。高齢・障害・
生活困窮などの多様なニーズにこたえられる制度とはどの
ようなものか、社会保障の基礎知識と将来像について学習
する。
（午後）高齢者・障害児者・生活困窮者等に対する福祉サー
ビスの在り方について、熊本県の政策を参考にしながら、自
立を支援していくためにどのようなサービスが必要なのか、
具体的事例をあげながら検討していく。

石橋　敏郎（大学院教育学研究科シニア教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年8月12日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭、
養護教諭

6,000円 40人
令和2年4月2日～
令和2年5月31日

令02-
10081-
504143号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

宮崎大学 【選択】漢字文化表現論

国語科教諭を対象に現代日本における漢字文化について
説明する。また、漢字がどのように発展変化して表現されて
きたのかを伝統的な中国古典資料を読み解くことによって、
その歴史的な背景を解説する。

山元　宣宏（教育学部准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月18日 教諭

小学校教諭、中
学校（国語）教

諭、高等学校（国
語）教諭

6,000円 40人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504010号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学 【選択】道徳哲学入門

私たちはなんらかの形で道徳的な判断を下しながら生きて
いる。人間が社会生活を営むためには「道徳」あるいは「倫
理」を避けて通るわけにはいかない。だが、そうであるとして
も、一方で道徳にまつわる見解には、個人から国家に至る
まで、大きな相違がみられる。また他方では、およそ道徳な
どを意識することもごくまれであるように思われる。このよう
な道徳にまつわる二面性を軸に、いくつかの問題を取り上
げていく。さらに「特別の教科　道徳」で取り上げられる生命
倫理の諸課題についても適宜扱う。

柏葉　武秀（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月18日 教諭

中学校（社会科）
教諭、高等学校
（地理歴史・公

民）教諭

6,000円 30人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504011号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】学校教育におけるプログ
ラミング学習

令和2年度から完全実施する小学校の学習指導要領におい
て、プログラミング教育が新たに導入される。そこで、小学校
におけるプログラミング教育の基本となるプログラミング技
法について実習を通じて体験し、今後の小学校と中学校技
術・家庭科【技術分野】の情報との一貫したプログラミング的
思考教育についてグループ討論等を通じて検討していく。

湯地　敏史（教育学部准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月18日 教諭
小学校教諭、中
学校（技術科）教

諭
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504012号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】児童・生徒のアセスメント
と予防開発的な生徒指導

QU・アセス、教職スキルの評価、その他のアセスメントの概
略と、予防開発的な生徒指導を前提とした評価の解釈の方
法について概説する。さらに、不登校・いじめ・学級崩壊等
の不適切な状態の予防的な生徒指導授業プログラム、自己
指導能力を育成していくための開発的な生徒指導としての
問題解決思考を身につけさせるSSTの授業プログラムを紹
介する。

立元　真（大学院教育学研究科教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月18日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504013号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】小学校社会科授業の課
題

小学校社会科の授業を創造するには、どのような力が必要
なのだろうか。本講習では、新学習指導要領が求めている
授業デザインの内実を確認した上で、将来の小学校社会科
に求められるであろう授業デザインについて考察していきた
い。
到達目標は、次の通りである。①社会科の目的と存在意義
について説明できる。②社会的事実の生起と教科書記述と
の関係を説明できる。③社会科における知識と授業構成と
の関係を説明できる。④①②③の成果を授業デザインとし
て具現化できる。

藤本　将人（教育学部准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504014号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/
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宮崎大学
【選択】子どもたちともっと音楽し
よう！

グループ・個人で表現や鑑賞の活動に取り組みながら、音
楽に関する知識を広げたり、授業の中で子どもたちと一緒に
より生き生きとした音楽表現を作り上げていくためのちょっと
した工夫を学んだりしていきます。童心にかえって音楽する
ことを一緒に楽しみながら、音楽科の授業づくりのヒントを得
てもらえればと思います。

酒井　勇也（教育学部講師） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月19日 教諭

小学校教諭、中
学校（音楽）教

諭、高等学校（音
楽）教諭

6,000円 30人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504015号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】英語で流暢にやり取りが
できる児童を育てるための教材
づくり

日本人が英語で流暢に対話ができないのは、英語そのもの
に問題があるのではなく、コミュニケーションがうまくできな
かったり、対話の進め方やプレハブ表現に慣れていないか
らです。本講座では、まず体験的に英語対話の基本を身に
つけ、その上で約１分間、英語で流暢にやり取りする対話モ
デルを実際に作成して発表し合い、今後の実践にすぐに応
用できる対話教材づくりに挑戦します。（児童用に配布され
ている教材等を持参、ない場合には講師が用意したものを
使用）

村端　五郎（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504016号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学 【選択】書写指導

小学校並びに中学校の国語科教諭を対象に、国語科書写
教育の内容の範囲で、実技と理論を中心として講義を行う。
国語科書写教育の内容の範囲を想定しているが、発展的に
書芸術として広義にとらえ、書道の悠久な歴史と文化にも言
及する。

山元　宣宏（教育学部准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月19日 教諭
小学校教諭、中
学校（国語）教諭

6,000円 32人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504017号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】子どもの健康に関する今
日的課題－子どもの食育－

（1）平成28年度からスタートした「第三次食育推進計画」や
「健康みやざき行動計画21」の中間見直し結果から、学童期
～思春期の子どもたちの食や健康に関する今日的課題に
ついて理解を深める。
（2）平成29年に出された宮崎県食育・地産地消推進計画に
も「味覚の授業」が位置づけられている。県内でも「味覚の
授業」が行われているが、味わうとはどういうことか、簡単な
実習を踏まえて食育の基礎を学習し、今後の指導に役立て
る。
※実習の事前準備のため、確実に受講の意思がある方の
みお申し込み下さい。

篠原　久枝（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

養護教諭、栄養
教諭、小学校教
諭、中学校（家

庭）教諭

6,000円 16人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504018号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】小学校社会科授業の課
題

小学校社会科の授業を創造するには、どのような力が必要
なのだろうか。本講習では、新学習指導要領が求めている
授業デザインの内実を確認した上で、将来の小学校社会科
に求められるであろう授業デザインについて考察していきた
い。
到達目標は、次の通りである。①社会科の目的と存在意義
について説明できる。②社会的事実の生起と教科書記述と
の関係を説明できる。③社会科における知識と授業構成と
の関係を説明できる。④①②③の成果を授業デザインとし
て具現化できる。

藤本　将人（教育学部准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504019号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】生活科における環境教育
と木育

「木育」は、樹木・木材を通して人及び社会を育むという教育
活動である。ここでは、生活科における環境教育への木育
の導入に関し、「ものづくり」や「あそび」を通した事例を紹介
し、具体的な導入方法について解説する。なお、本講習に
は、木材利用と地球環境保全との関係、木材の特性及び木
材利用の意義等の内容が含まれており、環境教育に関し、
小学校教諭のみならず、中学校（技術）教諭、幼稚園教諭、
保育教諭にも有益である。

藤元　嘉安（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月25日 教諭

小学校教諭、中
学校（技術）教

諭、幼稚園教諭、
保育教諭

6,000円 30人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504020号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/
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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

宮崎大学
【選択】特別支援教育の理論と指
導法（特別支援学校・特別支援
学級）

特別支援学校に在籍する児童生徒の特性や行動に関する
アセスメント方法について概説し、特に行動面のアセスメント
については、演習を通して実践的理解を深める。さらに、授
業立案の演習・協議を通して新学習指導要領を踏まえた授
業改善について考える。なお、本講習は特別支援学校教諭
及び特別支援学級担当教諭向けの内容である。

戸ヶ﨑　泰子（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月25日 教諭
特別支援学校教
諭、特別支援学

級担当教諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504021号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学 【選択】家庭科の現状と課題

それぞれの家庭科の状況を出し合い、児童・生徒が主体と
なる授業について考える。その際、新学習指導要領の方向
性をふまえ、特に、ESD（持続可能な社会の創り手の育成）
という視点から、家庭科の授業づくりについて検討する。な
お、本講習は小・中・高の家庭科担当教員向けの内容と
なっており、実際に授業案を作成します。

大矢　英世（教育学部准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月25日 教諭

小学校教諭、中
学校（家庭）教

諭、高等学校（家
庭）教諭

6,000円 20人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504022号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】越境する教育実践の展開　
－　子どもの貧困と保護者への
対応

子ども虐待や子どもの貧困といった現代的課題をふまえ、ど
のように保護者との関係をつくっていくか、どのように子ども
と保護者の関係を再構築していくのか、どのように教育は福
祉と協働するのか、教育方法学の視点から学校プラット
フォームの可能性と課題を理解することを通して、他機関や
地域と連携し同僚と協働して実践する筋道を検討します。

竹内　元（大学院教育学研究科准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭、中
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 60人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504023号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】生活科における環境教育
と木育

「木育」は、樹木・木材を通して人及び社会を育むという教育
活動である。ここでは、生活科における環境教育への木育
の導入に関し、「ものづくり」や「あそび」を通した事例を紹介
し、具体的な導入方法について解説する。なお、本講習に
は、木材利用と地球環境保全との関係、木材の特性及び木
材利用の意義等の内容が含まれており、環境教育に関し、
小学校教諭のみならず、中学校（技術）教諭、幼稚園教諭、
保育教諭にも有益である。

藤元　嘉安（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月26日 教諭

小学校教諭、中
学校（技術）教

諭、幼稚園教諭、
保育教諭

6,000円 30人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504024号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】子どもの学びの視点に
たった家庭科の授業づくり

家庭科の授業がものづくりに終わってしまわないよう、子ど
もたちが自らの暮らしを見つめられる場として家庭科の授業
を構想します。家庭科における学びの過程とはどのようなも
のか、その視点から授業づくりを考えます。なお、本講習は
小・中・高校の「家庭科」担当教諭向けの内容です。

伊波　富久美（大学院教育学研究科教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月26日 教諭

小学校教諭、中
学校（家庭）教

諭、高等学校（家
庭）教諭

6,000円 30人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504025号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】小学校英語の読む・書く
活動はどのように進めたらよいか

小学校第５、６学年から英語を「読むこと」と「書くこと」による
言語活動が新たに導入されました。英語を「読む」「書く」とい
うのは、単に英語のアルファベットの大小文字の読み方を
知ったり、活字体で書くことができたりすればよいのでしょう
か。本講座では、まず英語を「読むこと」と「書くこと」という言
語活動のあり方を探り、その上で望ましい教材の進め方を
考えていきたいと思います。

村端　五郎（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月26日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504026号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】幼稚園教育における子ど
も理解

教師は子どもにとって最も身近な教育環境であり、教師の
子ども観を広げ深めることで子どものよさをさらに引き出す
ことができる。そこで、幅広い視点から子どもの育ちを捉える
方法を、講師の幼稚園教諭・小学校教諭の経験をもとに具
体的に解説する。本講習は、附属幼稚園内で実施するた
め、幼小接続期の教育課程編制の関連から、小学校教諭も
幼稚園を理解する上で有益である。

土屋　貴代（教育学部附属幼稚園園長）
髙橋　京子（教育学部附属幼稚園教頭）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月26日 教諭
幼稚園教諭、保
育教諭、小学校

教諭
6,000円 70人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504027号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学 【選択】書写指導

小学校並びに中学校の国語科教諭を対象に、国語科書写
教育の内容の範囲で、実技と理論を中心として講義を行う。
国語科書写教育の内容の範囲を想定しているが、発展的に
書芸術として広義にとらえ、書道の悠久な歴史と文化にも言
及する。

山元　宣宏（教育学部准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月26日 教諭
小学校教諭、中
学校（国語）教諭

6,000円 32人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504028号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/
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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

宮崎大学 【選択】算数教育の基本的課題

（午前：問題解決）問題解決型の授業を基本としつつ、いくつ
かの批判に答えられるような算数授業の構築を目指し、ま
た今日的な課題にも対応できるよう講義及び演習を行う。
（担当：添田）
（午後：概念形成）算数の学習において理解が話題となる。
この理解の問題を概念形成と捉え、算数学習における様々
な概念（数、図形等）の定義と概念形成に関わる内容につい
て、数学的背景と教授学の立場から講義・演習する。（担
当：木根）

添田　佳伸（教育学部教授）
木根　主税（大学院教育学研究科准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504029号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学 【選択】初等理科教育研究

国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）やOECD・PISAの調
査結果が示す新しい理科の教育課程の方向性、及び、 児
童自身が問題意識を持ち、思考力・判断力・表現力を育成
する授業のあり方や新学習指導要領に基づく授業改善の視
点などについて、講義および教材研究の演習を行う。

中山　迅（大学院教育学研究科教授）
野添　生（教育学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504030号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】図工科教育内容開発研
究

小学校図画工作科に関する教科内容について、演習を通じ
て教材を開発する能力の向上を図る。学習指導要領図画工
作編の趣旨を押さえながら、図工指導のポイントを考察す
る。また指導案作成や教材開発を実施し、教材開発の方法
論も考察する。

幸　秀樹（大学院教育学研究科教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 22人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504031号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】物語文を読む授業を考え
る

中高の英語教科書には、物語文が掲載されているものがほ
とんどであるが、その扱いに苦慮する教員も少なくないと聞
く。本講習では、教科書の物語文を読む授業をどのように構
想し、実践するかを考える。扱い方次第で、生徒の英語読
解力を高めることにつながり、教員自身の英語の読解能力
の更なる高度化にも寄与する教材である。実り多い授業に
するためには何が必要なのかをアクティヴ・ラーニングの手
法も用いながら考察する。

井崎　浩（教育学部准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校（英語）教
諭、高等学校（英

語）教諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504032号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】慢性疾患をもつ子どもの
学童期・思春期－健康・生活・発
達－

本講習は講義と施設見学を行います。主な慢性疾患（先天
性心疾患、腎疾患、神経疾患、アレルギー疾患、代謝性疾
患、小児がん）を取り上げて、治療や入院生活の現状、子ど
も自身が行う健康維持活動、家族を含めた心理社会的影
響、自立に向けた支援について教授します。また、病院や障
害児施設の小児病棟を見学し、入院生活環境を知るととも
に退院後の学校生活の支援や指導について、医療と教育、
福祉との協働について考察します。

野間口　千香穂（医学部教授）
荒武　亜紀（医学部助教）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月18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 30人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504033号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】小・中学校における道徳
教育

学校教育（小・中学校）における道徳教育の位置付け、「道
徳科」の内容と指導方法の基本的な理解を基に、道徳の授
業における資料分析や授業づくりに係る学習指導過程作成
などの演習を交えながら講習を行う。また、職種の違う現場
でも道徳教育への認識を深める必要性から養護教諭も受講
対象職種とする。

根井　清（宮崎県教育庁　義務教育課副主幹） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校（小・中
学部）教諭、養護

教諭

6,000円 80人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504034号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】生徒指導・学校安全の理
論と実践

子どもを取り巻く環境の変化に伴い、生徒指導の在り方や
学校における安全の確保についても、児童生徒や保護者、
地域の実態に応じた適切な対応が求められている。そこで、
生徒指導・学校安全に関する理論について認識を深めると
ともに、講義や協議、演習等を通して、その現状と課題をと
らえた具体的な対応や指導方法について実践力を高め、今
後の各学校における取組にどのように生かしていくか考え
る。

隈元　正敬（宮崎県教育庁　人権同和教育課副
主幹）
下東　義忠（宮崎県教育庁　人権同和教育課指
導主事）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、中等
教育学校教諭、
特別支援学校教

諭、養護教諭

6,000円 80人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504035号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/
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令和２年度(第２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

宮崎大学 【選択】体育科の学習指導と評価

本講習は、子どもたちの体力等の実態について概観したう
えで、発育・発達の知見も紹介しながら、体育科の目標、内
容及び方法に関する基礎的な理論を確認するとともに、具
体的な体育科の授業づくりと評価について講義する。また、
体育科の教科成立の拠り所である「身体運動文化」の内実
について、その広がりと奥深さにも触れながら、体育科にお
けるアクティブ・ラーニングにも言及したい。さらに、体育科
ならではの教育的な効果について、特に身体接触やコミュ
ニケーションといった観点からの研究の一端も紹介したい。

日髙　正博（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504036号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】特別支援教育の理論と指
導法（通常の学級・通級指導教
室）

特別支援教育に関する近年の動向を解説する。また、児童
生徒の不適切行動の低減や適切行動の獲得に向けた指
導・支援に必要な行動理論について理解し、事例を通して
具体的な対応策を検討する。
なお、本講習は通常の学級担当教諭・通級指導教室担当教
諭向けの内容である。

中井　靖（教育学部准教授）
半田　健（教育学部講師）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月19日 教諭
通常の学級担当
教諭、通級指導
教室担当教諭

6,000円 50人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504037号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】小中一貫教育の理論と実
践

県内外の市区町村で進められている小中一貫教育の理論
と実践を理解し、各学校において推進の担い手になりうる実
践的指導力の基礎を身につけることをめざす。具体的に
は、１）小中一貫教育実践の理念的・史的基礎、２）教科指
導におけるカリキュラムを視点とした小中一貫教育の考え
方、３）地域学習を中心とする小中一貫教育の実践、４）小
中一貫教育の学校経営やカリキュラムマネジメントについて
講義や演習を通して理解を深める。

竹内　元（大学院教育学研究科准教授）
吉村　功太郎（大学院教育学研究科教授）
遠藤　宏美（教育学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504038号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】国語の難問に話し合いで
挑む

本講習では、素朴ではあるけれども侮りがたい二つの問い
を取り上げます。一つは詩に関するもので「どうして詩は下
に余白が多いの？」、もう一つは古文に関するもので「どうし
て古文を現代語にすると長くなってしまうの？」です。この難
問に、ことばの理論の面から、さらにチームワークやグルー
プワークの体制づくりの面から迫ります。国語について、少
しばかり感性のみに頼らずに論理的な説明ができることが
目標です。

塚本　泰造（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校（国語）教
諭、高等学校（国

語）教諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504039号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】数学教材のバックグランド
Ⅱ

現行の学習指導要領と新学習指導要領における統計的な
内容の違いやその背景を詳しく解説するとともに、問題解決
を目指した統計データの活用の方法や基本的な考え方につ
いて解説する。
なお、宮崎大学で行われる「数学教材のバックグランド」とは
講習内容が異なる。

藤井　良宜（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校（数学）教
諭、高等学校（数

学）教諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504040号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学 【選択】中等理科教育研究

国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）やOECD・PISAの調
査結果が示す新しい理科の教育課程の方向性、及び、 生
徒自身が問題意識を持ち、思考力・判断力・表現力を育成
する授業のあり方やイギリスの先進的な理科授業事例等に
関する講義および教材研究の演習を行う。

中山　迅（大学院教育学研究科教授）
野添　生（教育学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校（理科）教
諭、高等学校（理

科）教諭
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504041号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/
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令和２年度(第２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

宮崎大学
【選択】児童・思春期のメンタルヘ
ルスと安全管理

1)主に児童思春期領域における精神疾患について、症状・
病態・診断・治療を概説する。また関連した虐待等の諸問題
についての現況を学ぶ。その上で精神障害者の日常生活
における困難さを理解し、学校や家庭での適切な援助につ
いて、具体的に工夫できる力を養うことを目標とする。
2)医療現場では、安全･安心な医療のため「医療事故の未
然防止活動」を行っている。講習では、それらの経験に基づ
いて教育現場である学校で役立つ「ヒューマンエラー、コミュ
ニケーション、５Ｓ」に注目し安全管理について講義する。

武田　龍一郎（安全衛生保健センター教授）
甲斐　由紀子（医学部教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月19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 120人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504042号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】生徒指導・学校安全の理
論と実践

子どもを取り巻く環境の変化に伴い、生徒指導の在り方や
学校における安全の確保についても、児童生徒や保護者、
地域の実態に応じた適切な対応が求められている。そこで、
生徒指導・学校安全に関する理論について認識を深めると
ともに、講義や協議、演習等を通して、その現状と課題をと
らえた具体的な対応や指導方法について実践力を高め、今
後の各学校における取組にどのように生かしていくか考え
る。

隈元　正敬（宮崎県教育庁　人権同和教育課副
主幹）
下東　義忠（宮崎県教育庁　人権同和教育課指
導主事）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、中等
教育学校教諭、
特別支援学校教

諭、養護教諭

6,000円 80人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504043号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】物語・小説の「読み」が生
まれる授業づくり

小学校の教科書に掲載されている物語や小説の中から文
学教材を選び、子ども達の「読み」を生み出すことを視野に
入れた教材分析・指導法について、受講者と一緒に検討す
る。授業はワークショップを取り入れた形式で行う予定であ
る。これから文学を扱う授業について考える時に活かせるよ
うにする。

中野　登志美（教育学部准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504044号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学 【選択】算数教育の基本的課題

（午前：問題解決）問題解決型の授業を基本としつつ、いくつ
かの批判に答えられるような算数授業の構築を目指し、ま
た今日的な課題にも対応できるよう講義及び演習を行う。
（担当：添田）
（午後：概念形成）算数の学習において理解が話題となる。
この理解の問題を概念形成と捉え、算数学習における様々
な概念（数、図形等）の定義と概念形成に関わる内容につい
て、数学的背景と教授学の立場から講義・演習する。（担
当：木根）

添田　佳伸（教育学部教授）
木根　主税（大学院教育学研究科准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504045号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】中等社会系教科の教育
課程と実践的課題

新学習指導要領における新たな中学校社会科・高等学校
地理歴史科・公民科の考え方、及び授業や学習に対する新
たな視点をふまえたうえで、中等社会系教科の授業実践の
基本的な問題を生徒の思考の観点から整理し、「考える社
会科（地理歴史科・公民科）授業」の構成方法について検討
する。

吉村　功太郎（大学院教育学研究科教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月20日 教諭

中学校（社会）教
諭、高等学校（地
理歴史・公民）教

諭

6,000円 35人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504046号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学 【選択】立体造形研究

近年、美術の表現題材としてコンピューター等の新領域が
加わり視覚的な表現の幅が広がってきました。一方で、立体
造形における触覚的な表現は、手と脳の関係からみても非
常に重要であり、材料にじかに触れながら自分の手で形づ
くる体験は、今後ますます見直されてくると思います。講習で
は、素材と向き合い、制作を楽しみながら自己表現できる授
業づくりのための指導方法を探るとともに、立体造形教材を
用いた実習を行い、立体表現の実技指導力の向上を図りま
す。

大野　匠（教育学部准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月20日 教諭

小学校教諭、中
学校（美術）教

諭、高等学校（美
術）教諭

6,000円 15人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504047号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/
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令和２年度(第２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

宮崎大学
【選択】スポーツを通して青少年
のこころを育むかかわりを考える

運動部活動などスポーツの指導現場では、スポーツを通し
た青少年のこころの成長が期待されている。本講習では、
青少年スポーツやアスリートの心性について学び、メンタル
トレーニングの体験も行う。また、医療・フィジカル・栄養・心
理など多分野が連携する最新の競技サポート現場や対人
関係・摂食障害等に悩むアスリートの心理相談事例に触れ
る。これらから、スポーツを通して青少年のこころを育む指
導・支援の在り方を考える。

宇土　昌志（教育学部講師） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月20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

6,000円 40人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504048号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】水産業の現状と水産物の
栄養と機能性

水産業の現状を、漁業および養殖業における生産量を中心
に日本の現状を海外と比較し解説する。特に、日本の水産
物の養殖についてその現状を詳しく解説する。さらに、水産
物の栄養的側面をその特性について解説するとともに、水
産物の有効利用の可能性について講義する。

幡手　英雄（農学部教授）
吉田　照豊（農学部教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月20日 教諭
高等学校（水産）

教諭
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504049号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

【選択】運動器の構造、役割や傷
害との対処法及び保健活動で求
められる救急・スポーツ医学の考
え方と対処法について

１）運動器の構造、役割や傷害について概説する。（①運動
器（骨、関節、筋肉など）のしくみと役割、成長に伴う身体特
性、発達を含め必要な栄養の基礎、②現代のこどもの体力
の実態把握、体力向上やスポーツ上達法、③学校における
外傷（外傷・障害）の実態と対処法、④肥満、メタボリック症
候群の予防としての運動の重要性をそれぞれ学習する。）
２）学校保健活動で必要とされる応急・救急処置について概
説する。

帖佐　悦男（医学部教授）
落合　秀信（医学部教授併附属病院救命救急
センター長）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 60人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504050号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】楽しい音読表現活動と短
歌づくりワークショップ

宮崎は「短歌県日本一」を目指している。となれば、子どもた
ちの育つ小学校現場でも、「短歌」を楽しみながら創作でき
る環境を整えたいものである。このような担当者の信念に基
づき、小学校現場ですぐに実践できる音読活動や短歌教材
の寸劇表現学習の体験をはじめ、敷居が高いと思われがち
な短歌創作へ円滑に取り組める楽しいワークショップを実施
する。児童の短歌創作にいかに応じたらよいか？その自信
を確実に得られる場とします。

中村　佳文（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504051号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】「小学校の通常の学級に
おける授業づくり」再考

本講習では、教育心理学研究で示されている知見（知識や
理論）をもとに、小学校の通常の学級における授業づくりを
再考する。各受講者が、自身の考え方を精緻化し、今後の
実践の視点や具体案を得ることを目標にする。

尾之上　高哉（教育学部講師） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504052号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】現代の教育課題と学習集
団づくり－学級で学ぶということ

アクティブラーニングやインクルーシブ教育といった現代的
課題をふまえ、「教材解釈と発問づくり」や「学習形態の転
換」、「学習規律づくりと指導的評価活動」など授業実践をき
りひらく教授学キーワードを理解することを通して、子どもの
学びと授業をどのように改善するのか、日々の授業の中で
の子どもの育ちと教師の成長をどう構想するかといった知見
をもとに、授業実践の構造と筋道を再構築します。

竹内　元（大学院教育学研究科准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504053号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学 【選択】数学教材のバックグランド

本講習では、解析接続と呼ばれる関数拡張の概念について
解説する。解析接続によって関数の新たな一面を捉えること
ができ、そこから多くの不思議な等式が得られることを述べ
る。また、中学校の数学で登場する素数と関連の深い未解
決問題“リーマン予想”についても触れ、解析接続を通して
リーマン予想の問題の意味についての理解を深める。
なお、宮崎大学で行われる「数学教材のバックグランドⅡ」と
は講習内容が異なる。

平山　浩之（テニュアトラック推進機構講師） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校（数学）教
諭、高等学校（数

学）教諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504054号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/
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令和２年度(第２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

宮崎大学
【選択】歌唱における美しい日本
語の導き方

発声の仕組みを再確認しながら正しい発声を学ぶとともに、
歌唱実践を通して、明瞭で美しい日本語の導き方について
考えます。受講状況によりますが、教材には、独唱曲「赤と
んぼ」他、日本人作曲家による無伴奏合唱曲を予定してい
ます。

藤本　いく代（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校（音楽）教
諭、高等学校（音

楽）教諭
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504055号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】発明問題解決理論（TRIZ)
の概要と製品開発の実例

発明問題を解決するときに、人間の思考活動に法則性があ
るのではないか、それを裏付けるためこれまでの大量の発
明（特許）を調べ、その結果をまとめた理論はTRIZである。
本講習では、製品開発や市販製品を例にとって、TRIZの概
要を紹介する。

鄧　鋼（工学教育研究部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月21日 教諭
高等学校（工業

系）教諭
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504056号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】特別支援教育の動向と支
援の在り方

学習指導要領の改訂内容や特別支援教育に関する国及び
県の動向についての講習を行う。
また、発達障がいを含む障がいのある幼児児童生徒の特性
の理解と具体的な支援方法および内容について、授業中の
配慮事項も踏まえた講習を行う。

堀　克（宮崎県教育庁　特別支援教育課主幹）
藤原　修也（宮崎県教育庁　特別支援教育課指
導主事）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

特別支援教育に
従事する教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 160人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504057号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】美術理論の視点から考え
る造形遊びの意義と実践

美術理論の視点から、造形遊びの意義を基礎づけるととも
に、現代美術の手法を取り入れた簡単な制作実践を体験
し、最後に振り返りの小レポートを作成してまとめとする。造
形遊びの大切さに気づき、授業の発想を豊かにしていただく
ことが本講習のねらいである。

石川　千佳子（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月22日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504058号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】地層観察露頭教材の開
発

地層観察の対象となる露頭教材の探索・選定の方法につい
て講義するとともに、講習会場（宮崎大学木花キャンパス）
周辺を素材として、地形図・地質図から地形・地質情報を読
み取って露頭教材候補地を選定する実習を行い、選定され
た候補地のいくつかについて、現地で露頭状況や観察上の
ポイントについて確認する。この講習をとおして赴任校周辺
での露頭教材の開発スキルを獲得することを目標とする。

山北　聡（教育学部准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月22日 教諭
中学校（理科）教
諭、高等学校（理

科）教諭
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504059号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】ライフステージごとの健康
課題と対策

日本の抱える健康課題の一つに健康寿命の延伸があり、こ
れを達成するためには少年期（学童期）～高年期の各段階
における健康課題を理解し、対策を講じる必要がある。本講
義では、公衆衛生学的な立場から、ライフステージごとにお
けるに現代的な健康課題を取り上げる。また、学校や地域
の保健活動の中でどのようにそれらの課題に対して対処し
ていくべきか、特に、身体活動・食事・睡眠などの基本的生
活習慣との関連を踏まえて考察する。

塩瀬　圭佑（教育学部講師） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校（保健体
育）教諭、高等学
校（保健体育）教
諭、養護教諭、栄

養教諭

6,000円 40人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504060号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】技能統合型の言語活動を
進めるための教材研究のあり方
と進め方

今後の英語教育では、技能統合型の言語活動がいっそう求
められます。それを進めるためには、教科書本文の深い理
解が前提となります。本講座では、英語談話の構成（結束性
と整合性）に関して理解を深め、中高の英語教科書本文を
実際にグループで分析し、相互に発表しあいながら、今後
の教室実践に活かせる教材づくりに挑戦します。

村端　五郎（教育学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月22日 教諭
中学校（英語）教
諭、高等学校（英

語）教諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年5月8日

令02-
10083-
504061号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】児童生徒を支える関係機
関との連携

学校生活や地域生活において、いじめや不登校など様々な
困難を抱えている全ての児童生徒に、地域の実情に応じた
適切な対応が求められている。そこで、複雑化・多様化して
いる子どもを取り巻く現状や課題を理解し、校内の組織的な
対応の在り方、課題に即した関係機関との連携の進め方、
今後の関係機関との連携の在り方と実践の方策について、
演習や協議を通して考える。

南　真紀子（宮崎県教育研修センター　指導主
事）
後藤　あらた（宮崎県教育研修センター　指導
主事）
岡田　直幸（宮崎県教育研修センター　指導主
事）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月22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
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504062号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/
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令和２年度(第２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

宮崎大学
【選択】「我が国の言語文化」の
学習指導について

平成二十九年に新しい学習指導要領が告示され、国語科
においても様々に改訂が行われた。本講習では、「我が国
の言語文化に関する事項」に焦点を当て、「伝統的な言語
文化」（いわゆる「古典」）や「言葉の由来や変化」について
授業を行う上で必要な基本的な知識や授業実践例などを紹
介し、また演習的要素も取り入れて授業づくりについて理解
を深めていく。

永吉　寛行（大学院教育学研究科准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月23日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504063号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】子どもが運動を楽しみな
がらうまくなる指導を考える

本講習では、学習指導要領に示されている運動領域を複数
取り上げ、各領域において指導すべき中核的な内容は何か
を確認し、運動指導の問題を明らかにする。そして子供の感
覚に合わせて指導するために、運動発達や運動構造の理
論に基づいてどのように運動教材をつくるとよいか、指導実
践の事例に基づいて解説する。

三輪　佳見（大学院教育学研究科教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月23日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504064号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学
【選択】児童生徒を支える関係機
関との連携

学校生活や地域生活において、いじめや不登校など様々な
困難を抱えている全ての児童生徒に、地域の実情に応じた
適切な対応が求められている。そこで、複雑化・多様化して
いる子どもを取り巻く現状や課題を理解し、校内の組織的な
対応の在り方、課題に即した関係機関との連携の進め方、
今後の関係機関との連携の在り方と実践の方策について、
演習や協議を通して考える。

南　真紀子（宮崎県教育研修センター　指導主
事）
後藤　あらた（宮崎県教育研修センター　指導
主事）
岡田　直幸（宮崎県教育研修センター　指導主
事）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2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 60人
令和2年4月18日～

令和2年5月8日

令02-
10083-
504065号

0985-58-7975
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

群馬県立女子大
学

【選択】和歌を読み解く
中古～中世の和歌を題材に、古典文学において韻文が担う
役割を考える。また現代に生きる我々が、古典語で書かれ
た韻文作品を読み解くとはどういうことなのかを考える。

板野　みずえ（文学部講師）
群馬県佐波郡
玉村町

6時間 令和2年8月6日 教諭

国語に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の国語教員

6,000円 20人
令和2年5月7日～
令和2年6月5日

令02-
20018-
506136号

0270-65-8511 https://www.gpwu.ac.jp

群馬県立女子大
学

【選択】学校で「ことば」を読み解く
方法

学校教材を中心に、ことばの面から作品を読み解いたり、こ
とばそのものについて児童・生徒に興味を持ってもらうため
の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 令和2年8月7日 教諭

国語に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の国語教員

6,000円 20人
令和2年5月7日～
令和2年6月5日

令02-
20018-
506137号

0270-65-8511 https://www.gpwu.ac.jp

群馬県立女子大
学

【選択】英米の文化と文学への誘
い－社会・文化篇－

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
景について理解を深め、英語教育実践の一助とする。

笠井　俊和（文学部准教授）
ロドニー　ビドル（文学部准教授）

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 令和2年8月6日 教諭

英語に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の英語教員

6,000円 20人
令和2年5月7日～
令和2年6月5日

令02-
20018-
506138号

0270-65-8511 https://www.gpwu.ac.jp

群馬県立女子大
学

【選択】英米の文化と文学への誘
い－文学篇－

英米文学の名作を取り上げ、読解の方法や作品の魅力を
探るとともに、英米の言葉や文化・社会についての理解を深
める一助とする。

林　南乃加（文学部講師）
島田　協子（文学部准教授）

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 令和2年8月7日 教諭

英語に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の英語教員

6,000円 20人
令和2年5月7日～
令和2年6月5日

令02-
20018-
506139号

0270-65-8511 https://www.gpwu.ac.jp

群馬県立女子大
学

【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
をとおして紹介し実践する。

高橋　綾（文学部教授）
山崎　真一（文学部教授）

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 令和2年8月6日 教諭

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

6,000円 20人
令和2年5月7日～
令和2年6月5日

令02-
20018-
506140号

0270-65-8511 https://www.gpwu.ac.jp

群馬県立女子大
学

【選択】芸術の世界－芸術を考
え、伝える－

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）の両面から考える。

奥西　麻由子（文学部准教授）
武藤　大祐（文学部准教授）

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 令和2年8月7日 教諭

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

6,000円 20人
令和2年5月7日～
令和2年6月5日

令02-
20018-
506141号

0270-65-8511 https://www.gpwu.ac.jp

群馬県立女子大
学

【選択】男と女の社会学（教育と
性差）

様々な「子ども問題」を、「男は仕事、女は家事育児」という
日本の性役割視点から分析する。

佐々木　尚毅（文学部教授）
群馬県佐波郡
玉村町

6時間 令和2年8月4日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
の教諭、養護教

諭

6,000円 30人
令和2年5月7日～
令和2年6月5日

令02-
20018-
506142号

0270-65-8511 https://www.gpwu.ac.jp

群馬県立女子大
学

【選択】児童・生徒を知るために
自分を知る：公認心理師・臨床発
達心理士による自己・他者理解
の心理学

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。
本講習では、他者理解の知見について考えるとともに、自
己理解に重点を置きながら、児童・生徒たちの理解につい
て考えていく。

宮内　洋（文学部教授）
群馬県佐波郡
玉村町

6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
の教諭、養護教

諭

6,000円 30人
令和2年5月7日～
令和2年6月5日

令02-
20018-
506143号

0270-65-8511 https://www.gpwu.ac.jp
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令和２年度(第２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

高崎経済大学
【選択】適応困難と関係する専門
機関・施設との連携

児童福祉施設に生活する要養護児童、里親委託されている
児童等の現状を、児童虐待や発達障害等の問題とも関係
づけながら検討し、スクール・カウンセリング、スクール・ソー
シャルワーク、児童相談所、発達障害児センター、児童福祉
施設など関係専門機関・施設との連携の在り方等を考え
る。

細井　雅生（地域政策学部教授）
樺澤　徹二（学生相談室カウンセラー）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月12日 教諭
小・中・高等学校

教諭
4,800円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506058号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/

高崎経済大学
【選択】文章作成技法――作文
から小論文へ――

グループ討議と実習、振り返りと分かち合い等により、文章
を書く楽しさを実感する。最終的な到達目標としては意見文
や評論文を念頭に置いているが、本講座では作文から小論
文への筋道を一日でたどることを目指す。他に、文章表現
の「理論」および「教授法」、さらに教師のための「自己鍛錬
法」などを含む。講師も全受講者とともに楽しく学びたい。

高松　正毅（経済学部教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月12日 教諭
小・中・高等学校

教諭
4,800円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506059号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/

高崎経済大学
【選択】日本とつながりの強い国
を学ぶ（台湾・スウェーデン）

台湾は歴史的、地理的に日本と近い関係にある。しかし、学
校教育の中では、台湾に関する学習機会は限定される。本
講義では、国際関係に翻弄され続ける台湾の社会・歴史・
文化について学ぶ。また、スウェーデンはオリンピックや国
連といった国際舞台のほか福祉政策などでも日本とのつな
がりが強い国である。講義ではスウェーデンが高負担国家
となった歴史的経緯を学習し、日本社会の今後を考える材
料を提供したい。

秋朝　礼恵（経済学部教授）
大石　恵（経済学部准教授）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月12日 教諭
小・中・高等学校

教諭
4,800円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506060号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/

高崎経済大学
【選択】現代の諸課題とアフリカ
地域社会

現在、世界的な課題としてみなされている環境問題・民族間
問題・食料問題等の実態について、アフリカの諸社会（特に
東アフリカ）の事例をもとに理解を深めます。地域社会に生
きる人びとの視点からアプローチすることで、統計資料のよ
うなマクロな情報だけでは知り得ない側面を明らかにしてい
きます。本講習を受講することにより、国際理解・異文化理
解に関する知見を深めることができます。

黒崎　龍悟（経済学部准教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月12日 教諭
小・中・高等学校

教諭
4,800円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506061号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/

高崎経済大学
【選択】統計学の基礎とデータの
活用

コンピュータや統計解析ソフトの普及により、個人でも比較
的高度な統計処理が行えるようになりました。この講習では
統計学の基本的な考え方を理解し、Excelを利用した実習を
通してデータの統計処理の基礎を身につけることが目標で
す。説明には平方根やΣの計算など初歩の数学知識を用
います。想定する受講者の情報リテラシーは、Windowsの基
本操作が可能であること、Excelの使用経験があることで
す。

石田　崇（経済学部准教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月12日 教諭
小・中・高等学校

教諭
4,800円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506062号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/

高崎経済大学
【選択】質的統合法WSを通して学
ぶ教育現場における問題・課題
と対応方向

質的統合法は、特定のイシューに関連する問題発見や課題
整理、さらには、対応策を検討するために用いられる思考整
理・合意形成手法のひとつである。近年は、全国各地の地
域活性化の現場や医療・看護系分野で導入が進んでいる。
　本講習では、教育現場の問題・課題を「意見地図」を作成
することで共有し、求められる課題解決の方向を探ってい
く。前半では基礎理論や実施ルール、後半はワークショップ
を通したアクティブラーニングを行う。

佐藤　彰彦（地域政策学部教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月13日 教諭
小・中・高等学校

教諭
4,800円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506063号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/

高崎経済大学 【選択】地域文化と観光

近年「地域おこし」の一つの手段としての観光事業が各地で
盛んに行われている。本講義では、地域の文化を観光者と
して「見る」「体験する」こと、もしくは自分の地域の文化を観
光者に「見せる」ことの両方面から、地域文化の観光利用の
利点と問題点を考える。後半では、見る、もしくは見せる、ど
ちらかの視点から地域文化の持続的な観光利用に関するプ
レゼンテーションをグループごとに実施する。

丸山　奈穂（地域政策学部准教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月13日 教諭
小・中・高等学校

教諭
4,800円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506064号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/
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令和２年度(第２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

高崎経済大学 【選択】国際社会と日本

現在の国際経済社会情勢はきわめて不安定であり、我々も
国際経済社会の変化に対し敏感に情報を集め、適切に対
応していかなければなりません。本講義では、国際経済、国
際政治、国際文化を専門に研究する４人の講師が、それぞ
れの視点から現在の国際経済社会の問題点やそれに対応
すべき国家、企業のあり方について解説し、我々ひとりひと
りが国際情勢の変化にどう対応すべきかを考えるための知
識、論点を提供します。

野崎　謙二（経済学部教授）
梅島　修（経済学部教授）
土谷　岳史（経済学部准教授）
齋川　貴嗣（経済学部准教授）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月13日 教諭
小・中・高等学校

教諭
4,800円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506065号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/

高崎経済大学
【選択】Webページの作成と情報
セキュリティ

学校は説明責任を果たすとともに、学校情報を積極的に地
域社会に向けて発信していくことが重要です。この講習では
情報発信ツールとしてのWebページの作成について実習を
通して学びながら、学校現場の業務に役立つ技術を身につ
けることを目標とします。想定する受講者の情報リテラシー
は、Windowsの基本操作およびWordによる基本的な文書作
成が可能なレベルです。

石田　崇（経済学部准教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月13日 教諭
小・中・高等学校

教諭
4,800円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506066号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/

高崎経済大学
【選択】英語の音に関する仕組み
の指導法

英語の音の仕組みと綴りの関係は複雑です。学習者が英語
を習得する際に母語である日本語が影響します。日本語の
文字と音の関係を英語にも適用してしまうのです。そこで、
英語の音と文字を規則化して体系的に習得し、文字を見て
自分の力で発音できるようになるための指導法を学びます。
また、英語音声を視覚的に分析する方法を学びます。

髙橋　栄作（地域政策学部教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月13日 教諭
小・中(英語)・高
等学校(英語)教

諭
4,800円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506067号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/

高崎経済大学 【選択】地域文化と民俗

　地域活性化のために、現在、「地域文化」を見直し、再評
価しようという動きが全国的に広がっています。
　しかし、そもそも何をもって「地域文化」といえるのでしょう
か？　
　また、地域文化の再評価（ないし保存）と地域の活性化
は、必ずつながるものなのでしょうか？
　本講義では、「地域文化」という観点から、この「群馬」とい
う地域を見つめなおし、地域活性化の方向性についても検
討します。
最終講義で論述式試験を課します。

鈴木　耕太郎（地域政策学部講師） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月14日 教諭
小・中・高等学校

教諭
4,800円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506068号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/

高崎経済大学 【選択】社会科教育の概観と意義

本講習では、社会科教育を主要な領域とし、以下の２つの
内容を中心に講義を行う。まず、教科の基本的特徴や近年
の動向、現在までの変遷等を検討することで、全体の概観
を理解する。その上で、教材の体験等を通して、方略につい
て吟味し、有効性・問題点を把握する。

内山　知一（経済学部准教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月14日 教諭
小学校・中学校
（社会科）教諭

4,800円 40人
令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506069号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/

高崎経済大学
【選択】環境教育の到達点とこれ
からの展開

環境問題が深刻さを増し続けている今日、社会経済の構造
を環境に配慮した持続可能なものへと変革していくことが求
められており、環境保全に主体的に取り組む能力や態度を
育成する環境教育の重要性は高まっている。本講習では、
わが国における環境教育の歩みと現時点における課題を
分析した上で、学校と地域社会との連携のあり方など、これ
からの環境教育の展開を考える。

飯島　明宏（地域政策学部教授）
片亀　光（地域政策学部非常勤講師）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月14日 教諭
小・中・高等学校

教諭
4,800円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506070号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/

高崎経済大学 【選択】実証分析の方法と活用

本講義では、「データ」を用いて、物事の因果関係（例えば、
理系学部卒業者は文系学部卒業者より生涯年収が高い）を
客観的に分析・評価する方法について解説します。また、実
際にExcelの「データ分析」機能を用いて、講義内で皆さんと
一緒に実証分析を行い、その活用について講義します。

森田　稔（地域政策学部准教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月14日 教諭
小・中・高等学校

教諭
4,800円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506071号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.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

高崎経済大学
【選択】郷土を知ろう（群馬の地理
と歴史）

群馬県の自然・社会や歴史について、地理的・歴史的観点
から講義を行う。地理的には、新学習指導要領の「地理総
合」を想定して地図と地理情報システムの活用方法を教授
する。歴史的には、地域史を学ぶ意義を考え、群馬県の地
域史を事例に、地域の歴史を見る目を養ってもらう。本講を
通じて群馬県の時空間的視点を確立したい。なお、Excelと
PowerPointの基本操作が習得済みであることを前提に講
義・実習を進める。

西沢　淳男（地域政策学部教授）
佐藤　英人（地域政策学部教授）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月14日 教諭
小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地歴）教諭

4,800円 40人
令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
20019-
506072号

027-344-6264　
(内線： 1505)

http://www.tcue.ac.jp/

長岡造形大学 【選択】建築・環境デザイン論

建築・環境デザインとは何か？私達の身の回りを取り巻く自
然環境から都市環境は人間の営為のままに放置した状態
では、決して住みやすく、他の国の人々に誇れる環境には
なりません。今あるものを大切にし、それを良い方向に維持
するためには、人間の明確な意思が必要です。建築・環境
デザイン学とはそのような意思を専門分野毎に明らかにし、
総合化することによって達成される学問です。建築・環境デ
ザインについての知識を習得し、生徒たちと共に考える力を
身につけることを目標とします。

平山　育男（建築・環境デザイン学科・教授）
菅原　浩（建築・環境デザイン学科・教授）
森　望（建築・環境デザイン学科・教授）
山下　秀之（建築・環境デザイン学科・教授）
渡邉　誠介（建築・環境デザイン学科・教授）
小川　総一郎（建築・環境デザイン学科・教授）
川口　とし子（建築・環境デザイン学科・教授）
白鳥　洋子（建築・環境デザイン学科・准教授）
津村　泰範（建築・環境デザイン学科・准教授）
佐藤　淳哉（建築・環境デザイン学科・准教授）
福本　塁（建築・環境デザイン学科・助教）
北　雄介（建築・環境デザイン学科・助教）

新潟県長岡市 18時間
令和2年8月4日～
令和2年8月6日

教諭

小・中・高等・義
務教育・中等教
育学校教諭（建

築、技術）及び環
境に関する教育
を担当する教諭

18,000円 50人
令和2年4月13日～
令和2年6月15日

令02-
20030-
503870号

0258-21-3351
https://www.nagaoka-
id.ac.jp/

長岡造形大学
【選択】染色演習の基礎（模様染
めの実際）

造形における実技教育には、作る物に応じた素材と加工・
表現技法、さらに実践的な経験が必要となります。授業への
応用を考慮に入れ、後染め（型防染藍染・ブロック捺染）技
法の作品を通して、素材・道具の扱い方、及び表現について
の理解を深めます。ここでの課題は教育現場での簡易的な
施設でも実践できる内容を取り入れています。科目・学校種
に関わらず造形を通した教育に役立てて頂ければ幸いで
す。

鈴木　均治（プロダクトデザイン学科・教授） 新潟県長岡市 18時間
令和2年8月19日～
令和2年8月21日

教諭

小・中・高等・義
務教育・中等教
育学校教諭（美
術・工芸・技術）

21,000円 12人
令和2年4月13日～
令和2年5月15日

令02-
20030-
503871号

0258-21-3351
https://www.nagaoka-
id.ac.jp/

長岡造形大学
【選択】美術・工芸実習の基礎
（金属造形＜鋳金＞）

美術・工芸の実技教育には、造形目的に応じた素材の選択
と表現技法の実践的な経験が必要となります。美術や工芸
の実際の授業に応用することも含め、基礎的な金属造形の
制作工程に伴う安全な用具機器の取り扱い、加工原理を理
解・考察するための鋳金技法による作品制作をわかり易い
指導の下行います。
実際の教育現場においても実施できるよう簡易的な設備で
も実施できる内容を取り入れるとともに、科目・学校種にか
かわらず造形、芸術を通して教育に必要な人間的豊かさを
感じてもらい、今後に役立てていただきく願っています。

長谷川　克義（美術・工芸学科・准教授） 新潟県長岡市 18時間
令和2年8月18日～
令和2年8月19日、
令和2年8月21日

教諭

小・中・高等・義
務教育・中等教
育学校教諭（美
術・工芸・技術）

22,000円 10人
令和2年4月13日～
令和2年5月15日

令02-
20030-
503872号

0258-21-3351
https://www.nagaoka-
id.ac.jp/

長岡造形大学
【選択】タイポグラフィ基礎〜視覚
調整とワードスペーシング

グラフィックデザインで重要となる文字の扱い方（タイポグラ
フィ）を中心に講習を進めます。講義の後、鉛筆を使用し単
純な図形の大きさや間隔を視覚的に調整する課題と、アル
ファベットの単語の文字間を調整し読み易くするスペーシン
グの課題を行い講評します。

吉川　賢一郎（視覚デザイン学科・准教授） 新潟県長岡市 6時間 令和2年8月26日 教諭

小・中・高等・義
務教育・中等教
育学校教諭（美
術・工芸・技術・

情報）

6,000円 10人
令和2年4月13日～
令和2年5月15日

令02-
20030-
503873号

0258-21-3351
https://www.nagaoka-
id.ac.jp/
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令和２年度(第２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

長岡造形大学
【選択】グラフィック・コミュニケー
ション基礎

グラフィックデザインの基礎として、図がどのように意味を持
ち、相手に伝わるかを考えます。定められたテーマについ
て、色紙を切り抜き、形を作り、相手にどのように情報が伝
わるのかを考えます。また、いろいろな伝え方を検証しま
す。最終的にはB2〜３サイズ程度のポスターを作成し、発
表します。

御法川　哲郎（視覚デザイン学科・准教授） 新潟県長岡市 12時間
令和2年8月27日～
令和2年8月28日

教諭

小・中・高等・義
務教育・中等教
育学校教諭（美
術・工芸・技術・

情報）

13,000円 15人
令和2年4月13日～
令和2年5月15日

令02-
20030-
503874号

0258-21-3351
https://www.nagaoka-
id.ac.jp/

石川県立大学
【選択】植物バイテックの基礎と
研究法

講義と実験を通じて植物遺伝子工学の基礎と応用例を学ん
でもらう。
①（講義）植物における脂質の代謝や機能、利用方法の解
説と、脂質代謝系の改変による、新規脂肪酸生産と環境耐
性形質付与の紹介
②（実験）PCR反応を利用した一塩基置換の検出
③（講義）植物が土壌中の鉄分を利用する方法の解説と、
遺伝子組み換え技術による、鉄欠乏耐性植物創出の紹介
④（実験）電気泳動法を用いたDNAの分離・検出

小林　高範（附属生物資源工学研究所教授）
濵田　達朗（附属生物資源工学研究所准教授）
中谷内　修（生物資源工学研究所助教）

石川県野々市
市

6時間 令和2年8月19日 教諭
高等学校理科教

諭向け
6,000円 20人

令和2年3月16日～
令和2年8月3日

令02-
20032-
506024号

076-227-7407
http://www.ishikawa-
pu.ac.jp/

石川県立大学 【選択】物理学及び地学

以下に示す、４課題を講述・実習する。
①　地球温暖化が手取川流域の水循環に及ぼす影響
②　気象観測及び気象予測の理論と実際
③　マイクロ水力発電に関わる理論および実用化に向けた
課題
④　流体力学におけるベルヌーイの法則の応用に関して、
オリフィスから流出する水流を観察し、流量係数を計算する
実験実習

瀧本　裕士（生物資源環境学部環境科学科教
授）
一恩　英二（生物資源環境学部環境科学科教
授）
藤原　洋一（生物資源環境学部環境科学科准
教授）
皆巳　幸也（生物資源環境学部環境科学科准
教授）

石川県野々市
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
高等学校理科教

諭向け
6,000円 20人

令和2年3月16日～
令和2年8月3日

令02-
20032-
506025号

076-227-7407
http://www.ishikawa-
pu.ac.jp/

石川県立大学 【選択】食の科学

以下に示す、食に関わる基礎的科学、ならびに最近の新し
い技術に関するワークショップ，講義，および，実習をぞれ
ぞれ1科目ずつ行う。
①　理科教育におけるアクティブラーニング（ワークショップ）
②　高校理科でたんぱく質をどうやって教えるか（講義）
③　食品由来微生物に関する簡易分析（実習）

小椋　賢治（生物資源環境学部食品科学科　教
授）
小栁　喬（生物資源環境学部食品科学科　准教
授）

石川県野々市
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
高等学校理科教

諭向け
6,000円 20人

令和2年3月16日～
令和2年8月3日

令02-
20032-
506026号

076-227-7407
http://www.ishikawa-
pu.ac.jp/

山梨県立大学
【選択】幼稚園教諭の実践力を高
める（食育）

子どもの意欲を大切にし、子どもと家族が主体的に取り組
むことができる食育とは？指導媒体の活用や家庭との連携
など、幼稚園教諭としての役割や支援方法について、実践
的に学びます。

鳥居　美佳子（人間福祉学部准教授） 山梨県甲府市 6時間
令和2年8月1日、
令和2年8月7日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 35人

令和2年3月16日～
令和2年5月1日

令02-
20038-
504554号

055-224-5360　
(内線： 1102)

http://www.yamanashi-
ken.ac.jp/

山梨県立大学
【選択】幼稚園教諭の実践力を高
める（自然科学）

・小学校への接続を見通した幼稚園教育における科学教育
のあり方について研修する。
・幼児期にどのような遊びや学びをすることで、科学に対し
て興味関心をもち、主体的で深い学びになるかを身近で具
体的な教材・教具を使って体験する。

山崎　宣次（人間福祉学部准教授） 山梨県甲府市 6時間 令和2年7月12日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 35人

令和2年3月16日～
令和2年5月1日

令02-
20038-
504555号

055-224-5360　
(内線： 1102)

http://www.yamanashi-
ken.ac.jp/

山梨県立大学
【選択】幼稚園教諭の実践力を高
める（身体表現）

運動会等の発表の場で子どもたちが楽しく弾んで踊れる身
体表現のダンス作品について、子どもたちの興味関心があ
る題材や運動発達に即した振付、隊形変化等を含めた指導
法を学びます。また、日常の保育でも、子どもの豊かな身体
表現を引き出す教材を紹介し、指導法を実践的に検討する
と共に、子どもたちと共に身体表現あそびを楽しむことがで
きるように、教諭自身の身体表現のスキルアップも図りま
す。

髙野　牧子（人間福祉学部教授） 山梨県甲府市 6時間
令和2年7月30日、
令和2年8月1日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
7,500円 50人

令和2年3月16日～
令和2年5月1日

令02-
20038-
504556号

055-224-5360　
(内線： 1102)

http://www.yamanashi-
ken.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

山梨県立大学
【選択】幼稚園教諭の実践力を高
める（音楽）

「子ども」のイメージを表現しよう～音楽で～　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
「子ども」の気持ちや動きなどが、音や音楽とどうかかわって
いるか、生活や遊びの中から考えていきます。また、その
「子ども」の観察の成果を、音で表現することを考えてグ
ループワークで実践し、発表します。

村木　洋子（人間福祉学部教授） 山梨県甲府市 6時間 令和2年7月30日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 40人

令和2年3月16日～
令和2年5月1日

令02-
20038-
504557号

055-224-5360　
(内線： 1102)

http://www.yamanashi-
ken.ac.jp/

山梨県立大学
【選択】学校保健に関わる養護教
諭の実践能力を高める

「子どもの理解を深め、教育力を高める」、「養護教諭の専
門性を向上する」、「健康相談活動の技術力を高める」の三
つの観点において各々２～３科目を展開し講義と演習を行
う。

小尾　栄子（看護学部講師）
須田　由紀（看護学部講師）
横森　愛子（看護学部講師）
有野　久美（市川三郷町立六郷小学校　養護教
諭）

山梨県甲府市 18時間
令和2年7月25日～
令和2年7月27日

養護教
諭

養護教諭 18,000円 40人
令和2年3月16日～

令和2年5月1日

令02-
20038-
504558号

055-224-5360　
(内線： 1102)

http://www.yamanashi-
ken.ac.jp/

岐阜県立看護大
学

【選択】障がい児のからだと医療
的ケアの理解

医療的なケアを必要とする子どもは、特別支援学校だけで
なく一般校にも在籍していく傾向にあり、医療的ケアについ
ての理解は養護教諭はもちろん教諭も必要となってきてい
る。この講習では、医療的ケアを受ける子どもの理解と、行
われているケアの実際を知り、支援の意義を理解することを
目的とする。そのためにまず、身体構造・機能等の理解を深
め、重度障がい児の身体的特徴を理解する講義を設定して
いる。次にてんかん発作時の対応、経管栄養・吸引・坐薬の
挿入等の技術を学ぶために講義と技術演習を行う。

長瀬　仁美（看護学部　准教授）
服部　佐知子（看護学部　助教）
湯澤　美由紀（看護学部　助教）
遠渡　絹代（岐阜県立希望が丘こども医療福祉
センター　通所支援係　技術課長補佐）
尾関　麻衣子（看護学部　助教）

岐阜県羽島市 6時間 令和2年7月30日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　【優先予約受付
期間(県内勤務者)】令
和2年4月2日～令和2
年4月9日、【一般予約
受付期間】令和2年4月
22日～令和2年5月7日)

令02-
20044-
503839号

058-397-2300
http://www.gifu-
cn.ac.jp/

岐阜県立看護大
学

【選択】子どもの心と体の理解・対
応

子どもを取り巻く課題は多様化・複雑化・深刻化しており、子
どもの育ちと学びの場である学校では、多くの職員が協働し
課題解決に向けた対応を行っている。そうした中、養護教諭
には専門性と保健室の機能を生かし子どもの心と体の発
育・発達への支援が求められており、様々な課題に対応で
きる幅広い知識が必要となる。この講習では現代的課題と
なっている不登校・いじめ・自傷行為・虐待・発達障がい・貧
困などのトピックスを取り上げ、子どもの心と体の理解・対応
について講義を行う。また、心の問題への対応を行う際に重
要となる概念について講義を行う。さらに、各自の実践を踏
まえてディスカッションをし、対応の充実に向けた検討を行
う。

長瀬　仁美（看護学部　准教授）
松本　訓枝（看護学部　准教授）

岐阜県羽島市 6時間 令和2年8月7日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　【優先予約受付
期間(県内勤務者)】令
和2年4月2日～令和2
年4月9日　【一般予約
受付期間】令和2年4月
22日～令和2年5月7日)

令02-
20044-
503840号

058-397-2300
http://www.gifu-
cn.ac.jp/

大阪市立大学
【選択】生物の普遍性と多様性－
分子から生態系まで－

すべての生物には、DNA分子を設計図とし、その体は細胞
から成り立っているという普遍性がある。その一方で、地球
上には多様な姿や生き方をもつ生物が暮らしている。前半
では「生命現象の普遍性」を軸に、分子や細胞のレベルで
共通して見られる生命現象の特徴を概説し、後半では、「生
物多様性」という概念を説明した後、我々の生活に対する生
物多様性の恩恵や生物多様性を保全のための取り組みを
紹介する。

増井　良治（大学院理学研究科教授）
名波　哲（大学院理学研究科准教授）

大阪府大阪市 6時間 令和2年8月13日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

理科教諭
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20059-
504888号

06-6605-3258
https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

大阪市立大学
【選択】情報教育のためのツール
とデータ

本講習では、現代社会に不可欠な基盤である空間情報に
関する実践的動向を取り扱う。具体的には、空間情報の可
視化や分析に用いるコンピュータアプリケーション、ならびに
身近な地理空間に関するオープンデータの取得と、その応
用的な活用について紹介する。今後の地域学習での活用
や、地域活動の中心としての学校運営に生かせる基礎的な
技能の習得を念頭に、簡単な実習を通して理解を深める。

ベンカテッシュ　ラガワン（大学院工学研究科教
授）
永田　好克（大学院工学研究科准教授）
吉田　大介（大学院工学研究科准教授）
米澤　剛（大学院工学研究科准教授）

大阪府大阪市 6時間 令和2年8月13日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20059-
504889号

06-6605-3258
https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/
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令和２年度(第２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

大阪市立大学 【選択】道徳教育と人権教育

道徳教育の本質および日本の学校道徳教育の歴史を理解
し、人権教育との統合も考慮しながら、「特別の教科 道徳」
の授業づくりの要点および方法を学ぶ（受講者には事前に
「道徳」の授業案を各自作成して持参してもらい、講習内で
検討し、実技考査とする）。
指導書にとらわれない独自の「道徳」の授業を構想し行える
ようになることを目指す。

土屋　貴志（大学院文学研究科准教授） 大阪府大阪市 6時間 令和2年8月14日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20059-
504890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
ものを紹介する。

尾角　正人（大学院理学研究科教授）
金信　泰造（大学院理学研究科教授）

大阪府大阪市 6時間 令和2年8月14日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20059-
504891号

06-6605-3258
https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

大阪市立大学
【選択】現代社会における企業経
営

「中学校学習指導要領　社会編」の「B　私たちと経済」に特
に関連して、市場経済における重要なプレイヤーたる「企
業」の役割について特に論じていく。消費者あるいは労働者
としての人間の欲求が無限であることに対して、企業が利用
しうる経営資源は有限である。こうした状況の中で如何様に
して欲求に答えているのかを、経営学、特に経営戦略論・組
織論の知見を用い具体的な事例分析を含めて説明してい
く。

吉村　典久（大学院経営学研究科教授） 大阪府大阪市 6時間 令和2年8月17日 教諭
中学校社会科教
諭、高等学校公

民科教諭
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20059-
504892号

06-6605-3258
https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

大阪市立大学

【選択】医療と健康-ゲノム医療と
は、治療中の子どもと家族の理
解、一次救命処置（BLS）につい
て-

近年、ゲノム医科学研究の進歩により、病気と遺伝情報の
関係が明らかにされつつある。本講習では、①ゲノムのお
話-遺伝子型とSNPそして表現型-をテーマに、ゲノム中の
塩基配列によって規定される遺伝子型、個人のゲノム間の
比較から見出されるSNP（一塩基多型）、そして遺伝子型に
規定される表現型について解説し、ゲノム医療の話題を提
供する。また、学校生活で教員が遭遇する可能性のある健
康上の課題と対策として、②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、③一次救命
処置について提供する。

藤田　寿一（大学院看護学研究科准教授）
森口　由佳子（大学院看護学研究科講師）
村川　由加理（大学院看護学研究科講師）

大阪府大阪市 6時間 令和2年8月17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

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20059-
504893号

06-6605-3258
https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

兵庫県立大学
【選択】学校における地域教育の
基礎

児童・生徒に対する地域教育に関する基礎的知識の習得を
目的とし、以下の内容について講義する。
①「地域資源」とは？：地域資源を生かした地域教育の目
標、効果等について説明する。
②地域資源の活用について（3つのプログラムに分かれ
る。）
　Ａ．地域の自然資源活用-地質・地形資源とその活用例
　Ｂ．地域の自然資源活用-コウノトリの野生復帰と地域資
源化
　Ｃ．地域の社会・文化資源活用-歴史遺産
③Ａ、Ｂ、Ｃのプログラムごとに地域資源の活用の実習・演
習を行なう。

佐川　志朗（地域資源マネジメント研究科 教授）
中井　淳史（地域資源マネジメント研究科 教授）
山室　敦嗣（地域資源マネジメント研究科 教授）
大迫　義人（地域資源マネジメント研究科 教授）
川村　教一（地域資源マネジメント研究科 教授）
内藤　和明（地域資源マネジメント研究科 准教
授）
出口　智広（地域資源マネジメント研究科 准教
授）
松原　典孝（地域資源マネジメント研究科 講師）
菊池　義浩（地域資源マネジメント研究科 講師）
佐野　恭平（地域資源マネジメント研究科 助教）

兵庫県豊岡市 6時間 令和2年7月31日 教諭
幼稚園、小学校、
中学校又は高等

学校の教諭
6,000円 36人

令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
20060-
504291号

078-794-6631
http://www.u-
hyogo.ac.jp
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令和２年度(第２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

兵庫県立大学
【選択】背景理解に基づいた児童
生徒との関わりのポイント

古川は、多様化している児童生徒の家族の形や生活背景
の新たな動向と背景理解に基づいた関わりのポイントにつ
いて、事例に基づいて解説する。池田は、学校事件や学校
事故において学校教育に関わる者が配慮しておかなけれ
ばならないポイントについて、判例、報告書や事例に基づい
て紹介する。竹内は、児童生徒のスマホ等の情報通信機器
利用の実態と効果的な対応方法について、受講者間のディ
スカッション等を通して考える機会を提供紹介する。

古川　恵美（看護学部非常勤講師）
池田　雅則（看護学部教授）
竹内　和雄（環境人間学部准教授）

兵庫県明石市 6時間 令和2年8月14日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
20060-
504292号

078-794-6631
http://www.u-
hyogo.ac.jp

兵庫県立大学
【選択】データを活用した地域学
習（基礎編）

本講習では、統計データのグラフ表現手法の考え方や各グ
ラフの長短を最初に講義形式で理解をします。次いで、地方
創生の政策立案や、学校教育でも利用されている「地域経
済分析システム（RESAS：リーサス）」を中心に、客観的デー
タの使い方を演習形式で学びます。また、実際に指定され
たテーマに応じて短時間のグループワークを行い、データを
活用した教材づくりのあり方を考えます。なお、本講習は、
初級者向けに演習レベルを設定しています。

太田　尚孝（環境人間学部　准教授） 兵庫県姫路市 6時間 令和2年8月7日 教諭

社会科及び情報
関係の方、地域
学習に関心のあ

る方

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
20060-
504293号

078-794-6631
http://www.u-
hyogo.ac.jp

兵庫県立大学
【選択】データを活用した地域学
習（発展編）

本講習では、地理情報システム（GIS）を活用した授業づくり
の第一歩として、座学と演習からGISの可能性と課題を理解
します。最初にGISの仕組みや学校教育とのつながりを説明
し、その後、GIS（Arc GIS Online、Jstat MAP、地理院地図
の中から受講生に応じて選択予定）の操作方法の理解と、
例題を解く形の演習に取り組みます。なお、本講習は、日常
的にPCを使い、オフィスソフトにも慣れている中級者向けに
演習レベルを設定しています。

太田　尚孝（環境人間学部　准教授） 兵庫県姫路市 6時間 令和2年8月17日 教諭

社会科及び情報
関係の方、地域
学習に関心のあ

る方

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
20060-
504294号

078-794-6631
http://www.u-
hyogo.ac.jp

兵庫県立大学 【選択】科学の最前線2020

（吉久）
出芽酵母はヒトを含めた高等真核生物に至るまでに共通す
る生命現象の解明に、多くの貢献をしてきた。本講義では、
タンパク質の翻訳に必須な転移RNA（tRNA）の生成過程を
例に、古典／分子遺伝学の実験がどのようにtRNAの生成
過程の理解に繋がってきたかを紹介する。
（坂井）
電子が持つスピン自由度が物資中でもたらす磁性のメカニ
ズムについて説明し、スピンの相互作用が新しい超伝導の
メカニズムをもたらしたことにより、近年、転移温度の高い超
伝導体が次々と発見されたことを紹介する。

吉久　徹（生命理学研究科教授）
坂井　徹（物質理学研究科教授）

兵庫県赤穂市 6時間 令和2年8月28日 教諭
中学校・高等学
校の理科教諭向

け
6,000円 50人

令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
20060-
504295号

078-794-6631
http://www.u-
hyogo.ac.jp

兵庫県立大学
【選択】学校における防災教育の
基礎

児童・生徒に対する学校防災教育のあり方を学び考え、防
災・減災に関する基礎的知識を習得するために、以下の内
容についての講義を行う。
１．防災教育の目標、意義とあり方：防災教育って何？何を
児童・生徒に伝えるか？教職員の心構えは？
２．防災教育や被災地復興に求められる視点：災害にどう立
ち向かうの？復興はどのように進められるべきか？
３．防災・減災のための情報活用：どんな情報が有効なの？
災害情報の見方・使い方。
４．防災教育教材の体験：防災教材として使えるカードゲー
ムなどを紹介し、実際に体験。

森永　速男（減災復興政策研究科教授）
浦川　豪（減災復興政策研究科 准教授）
宮本　匠（減災復興政策研究科 講師）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年7月30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 80人
令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
20060-
504296号

078-794-6631
http://www.u-
hyogo.ac.jp

兵庫県立大学
【選択】スマホ時代に対応する生
徒指導

スマートフォンの流行、少子化等、様々な要因から子供達が
変化し、従来の生徒指導だけでは難しくなってきています。
本講座では、具体的な事例を示しながら、これからの生徒
指導について考える機会を提供します。

竹内　和雄（環境人間学部　准教授） 兵庫県姫路市 6時間 令和2年8月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
20060-
504297号

078-794-6631
http://www.u-
hyogo.ac.jp
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令和２年度(第２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

福山市立大学
【選択】子どもの命と食の大切さ
を伝える食育教材

子どもの食を取り巻く環境の急激な変化に関しての問題を
共有するとともに、食生活のあり方、食に関する技術につい
て考える。体験的食育をとおして、命と食べもののつながり
について考え、今後の教材作りなどにつなげる。午前中は、
小麦粉やおからを、午後は米や米粉を主素材として、実際
に洋菓子や和菓子を作る体験をすることで、日常食や行事
食の調理技術の向上にもつなげる。

三谷　璋子（非常勤講師）
倉田　美恵（非常勤講師）

広島県福山市 6時間 令和2年8月1日
教諭

栄養教
諭

幼稚園・小学校
教諭・栄養教諭

6,500円 12人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504532号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学 【選択】地震活動と地殻変動

GPS等の宇宙測地技術を用いた地表変位の測定から、日
本列島を形作る地殻変動の様子が明確に把握できるように
なりました。特に、地震前後の地表面の変形がcm以上の精
度で測定されるようになり、地震の発生メカニズムに対する
理解が深まってきています。本講習では、地殻変動のメカニ
ズムやそれが引き起こす西日本における地震活動の特徴
について解説します。

向井　厚志（都市経営学部教授） 広島県福山市 6時間 令和2年8月3日 教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校教
諭及び中・高校の

理科教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504533号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】参加型学習を用いた国際
教育の理論と実践

小学校児童から高校生を対象とした国際教育（総合的な学
習の時間、社会科、道徳等）で使うことができる参加型学習
教材を実践的に学ぶ。参加者が模擬授業形式で実践的・能
動的に実習することで、参加型学習教材の良さや課題につ
いても体験的に習得する。また、参加型学習の理論につい
てグループで討議を行うことで、児童生徒が主体的に学ぶこ
とのできる教材の開発や評価方法のヒントが得られる。

林原　慎（教育学部教授） 広島県福山市 6時間 令和2年8月4日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（社
会）・高校教諭

（地歴・公民）・特
別支援学校教諭

6,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504534号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】コミュニケーション意欲を
高める英語の授業設計

本講習では、ネイティブ専門家と受講者が「アクティブ・ラー
ナー＝主体的学習者の育成」を念頭に、自らも「楽しく活発
なコミュニケーション活動」を体験して専門的意識を高めると
ともに、現任校において担当する学習者が「より意欲的にコ
ミュニケーション活動」に取り組めるような英語授業への具
体的改善方法を考える。

Stephen　Hampshire（都市経営学部講師）
後藤　悠里（都市経営学部　英語特任講師）

広島県福山市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学

校英語教諭
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504535号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】小学校における主体的・
対話的で深い学びのための授業
づくりワークショップ

本講習は、小学校における主体的・対話的で深い学び実現
の在り方について、ワークショップ型の講習を通した体験的
な理解を目標とする。講習では、①主体的・対話的で深い学
びの見出せる授業実践事例を検討しながら、②主体的・対
話的で深い学びに関する理論を学びつつ、それらを踏まえ
て③主体的・対話的で深い学びのための実際の授業プラン
づくりに取り組む。

藤原　顕（教育学部教授） 広島県福山市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校教諭のみ

に限定
6,000円 56人

令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504536号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】学校教育における歴史博
物館の活用

本講習では、実際に（歴史）博物館を会場として、博物館の
機能や役割、学校教育への取り組みについての事例を学習
する。また、博物館内の展示及びバックヤード等を見学す
る。さらに、博物館側と学校側の両者の立場から、互いに意
見や情報の交換を行いながら、今後の連携・協力の在り方
について検討を行う。

八幡　浩二（都市経営学部准教授）
久下　実（広島県立歴史博物館　主任学芸員）
花本　哲志（頼山陽史跡資料館　主任学芸員）

広島県福山市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,800円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504537号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学 【選択】水を科学する

①21世紀の水を考える（堤）
21世紀は水をめぐって何が起ころうとしているのだろうか。
地球にある水が都市や社会でどのように利用され、その量
の問題、利用に応じた処理技術・安全性はどうなっているの
かなど21世紀の水について幅広く考える。　
②流れる水と地形・地層（澤田）
瀬戸内地域の地形・地質の基礎知識を学ぶ。また、地域の
地形・地質と関連させた地学分野の授業を行うための一手
段として、簡単な水路実験装置を用いた三角州の堆積実験
を行う。

堤　行彦（都市経営学部教授）
澤田　結基（都市経営学部准教授）

広島県福山市 6時間 令和2年8月6日 教諭

小学校教諭及び
中学校・高等学
校理科・社会科

教諭

6,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504538号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html
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令和２年度(第２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

福山市立大学 【選択】自然災害と防災・減災

日本では、毎年のように多くの自然災害が発生している。本
講習では、災害形態別に具体的な事例を紹介しながら、自
然災害の発生メカニズムについて概説するとともに、防災・
減災対策についてハード・ソフトの両面から説明を行う。

加藤　誠章（都市経営学部准教授） 広島県福山市 6時間 令和2年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504539号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学 【選択】現代韓国社会の理解

前半では、戦後の韓国社会の主たる出来事を中心に韓国
社会形成の現代史を学ぶ。韓国社会での国家主義・民主主
義・自由主義の多面性の共存を大衆文化、社会意識などの
多方面から学習する。後半では、国際政治学の枠組みと朝
鮮地域研究における研究成果を取り入れながら、戦後日韓
関係史を学ぶ。また、国際政治学者の「ソフト・パワー論」を
現代韓国文化に援用し、外交政策論的な観点から現代韓
国文化・社会を理解する。

金　淳植（都市経営学部教授）
松浦　正伸（都市経営学部講師）

広島県福山市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中・高等学校教

諭（社会、地歴公
民）

6,000円 120人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504540号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学 【選択】手作りと豊かな衣生活

この講習では衣生活分野の内容を説明し、実習を行う。被
服素材の中での天然繊維の構造と性質を説明し、フェルト
ボール、手紡ぎ糸、かんたん手織りの製作をする。また、日
常生活の中から生まれた伝統文化である「こぎん刺繍・さし
こ」の技術を生かした、簡単な小物の製作を行う。

筒井　由紀子（非常勤講師）
山本　百合子（非常勤講師）

広島県福山市 6時間 令和2年8月8日 教諭

幼稚園・小学校
教諭・特別支援
学校教諭及び中
学校・高等学校

教諭（家庭）

6,800円 10人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504541号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】明日の授業に役立つ創
作・鑑賞指導のポイント

これまでの小学校音楽科教育において、創作指導及び鑑賞
指導がどのように扱われてきたのかを概観するとともに、そ
れぞれの意義について、音楽科教育を取り巻く環境や学習
者に育まれる能力を視点として考察を行う。併せて創作・鑑
賞の演習に取組み、指導のポイントについて理解する。

古山　典子（教育学部准教授） 広島県福山市 6時間 令和2年8月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504542号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】教育相談・保護者面接に
活かすカウンセリング技法

教育相談や保護者面接では、「傾聴」や「共感」の大切さは
言うまでもありませんが、これらを伝えることは意外と難しい
ものです。カウンセリングに基づくこのような基本姿勢を身に
つけることは、相談者自らが問題解決に向けて動き出して
いくことを支えていくためにも重要です。この講義では、教育
相談や保護者面接に活かすカンセリングの諸技法を実習形
式で学ぶとともに、相談者自身が問題解決に向き合うため
に必要な援助技法を学びます。なお、本講習の一部は「【選
択必修】教育相談」の講習と重なる場合があります。

山口　正寛（教育学部准教授） 広島県福山市 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・特別
支援学校教諭・
中学校教諭・高
等学校教諭及び

養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504543号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】経済学の視点から環境問
題を考える

地域レベルのごみ問題から地球的規模で生じている気候変
動や海洋プラスチック問題に至るまで環境問題の事例は数
多いが、いずれの環境問題も経済活動と密接な関係がある
ことは共通している。本講習はこのような問題認識のもと、
経済学の理論や手法を用いて現代経済と環境問題の関係
を理解することで、環境問題について社会科学的な視点で
考察を深める。

長谷川　良二（都市経営学部准教授） 広島県福山市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中・高校の社会

科系教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504544号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】SDGs・ESDと日本の学校・
地域社会

2015年国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」は
経済、社会、環境のバランスが取れた「誰一人取り残さな
い」世界を2030年までに実現することを目指すものであり、
一方、「持続可能な開発のための教育（ESD）」とは持続可
能な社会作りの担い手を育む教育である。本講習では
SDGsとESDの背景、意義や内容を理解し、SDGｓとESDを日
本の学校や地域社会でどう実践すべきかについて考える。

上別府　隆男（都市経営学部教授） 広島県福山市 6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504545号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html
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令和２年度(第２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

福山市立大学
【選択】学校教育における「風土
記の丘」（遺跡と博物館）の活用

講習会場である「広島県立みよし風土記の丘」には、国史跡
に指定されている浄楽寺・七ツ塚古墳群が保存整備されて
いる。本講習では、併設されている「みよし風土記の丘
ミュージアム（広島県立歴史民俗資料館）」で、博物館の機
能や役割、博学連携の取り組みについての事例を学習す
る。また、実際にフィールドへ出て、移築・復元された文化財
や古墳群について見学を行いながら、学校教育における
「風土記の丘」（遺跡・文化財と博物館）の活用の可能性を
考える。

八幡　浩二（都市経営学部准教授）
田邊　英男（広島県立歴史民俗資料館　館長）
葉杖　哲也（広島県立歴史民俗資料館　主任学
芸員）
西村　直城（広島県立歴史民俗資料館　学芸課
長）
村田　晋（広島県立歴史民俗資料館　学芸員）
島田　朋之（広島県教育事業団事務局埋蔵文
化財調査室　主任調査研究員）

広島県三次市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,800円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504546号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】算数科の認識調査を活用
した教材研究の視点

授業研究・教材開発についての背景となる子どもの認識（つ
まずき）について理解し、数学教育の理論を授業開発・教材
研究の実践計画に応用する視点を体得する。実際の講義で
は、討議を通して現在行っている授業方法の意図を問い直
しながら、認識調査を活かした授業研究の効果について講
義する。また、演習を通しながら、子ども達が興味をもつ数
学的活動の指導方法・留意点を知ることを目標とする。な
お、認識調査は、学校種を問わず実施可能な研究方法であ
り、小中連携の観点から中学校教諭（数学）も対象とする。

太田　直樹（教育学部講師） 広島県福山市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭（数学）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504547号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】就学前教育と小学校の接
続期をデザインする　－表現の
発達を通して－

就学前と小学校をつなぐ接続期に焦点を当て、子どもたち
の表現から理解できること、子どもが表わすこと（発語、体の
動き等）の意味を考えていく。講義（子どもの発達と表現、表
現活動の重要性）と実技演習（子どもの表現が輝く教材の
開発と指導法、協同的な表現）を経験しながら、幼児期から
児童期にかけての発達の連続性を考慮した接続期のあり
方と表現活動について理解を深める。

大庭　三枝（教育学部准教授） 広島県福山市 6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校
教諭・養護教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504548号

084-999-1112
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。

弘田　陽介（教育学部准教授） 広島県福山市 6時間 令和2年8月22日 教諭

公私立保育所及
び認定こども園に
勤務する幼稚園
教諭免許状を有

する者

6,880円 120人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504549号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】就学前教育と小学校の接
続期をデザインする　－表現の
発達を通して－

就学前と小学校をつなぐ接続期に焦点を当て、子どもたち
の表現から理解できること、子どもが表わすこと（発語、体の
動き等）の意味を考えていく。講義（子どもの発達と表現、表
現活動の重要性）と実技演習（子どもの表現が輝く教材の
開発と指導法、協同的な表現）を経験しながら、幼児期から
児童期にかけての発達の連続性を考慮した接続期のあり
方と表現活動について理解を深める。

大庭　三枝（教育学部准教授） 広島県福山市 6時間 令和2年8月24日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校
教諭・養護教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504550号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】データで地域を表現する
～基礎編：RESASを使って～

本講習では、パソコン初心者でも簡単に操作でき、総合的な
探究の時間などの学校教育の場でも活用可能な「地域経済
分析システム（RESAS：リーサス）」という地域統計データ
ベースの使い方と活用方法を演習形式で学びます。そのう
えで、学校現場での活用方法を受講生のニーズや中学校・
高等学校別のグループワーク形式で、課題解決と効果的な
教材づくりを目指します。なお、本講習では、初級者向けに
演習レベルを設定しています。

渡邉　一成（都市経営学部教授）
大門　創（都市経営学部准教授）

広島県福山市 6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校・高等学
校社会科系教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504551号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html
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令和２年度(第２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

福山市立大学
【選択】データで地域を表現する
～発展編：WebGISを使って～

本講習では、特に追加的なソフトウェアの購入や整備が不
要で、中高の教育活動でも十分に実践可能なWeb GISの操
作方法を演習形式で学びます。具体的には、能動的な教育
活動には必要不可欠であると思われる統計情報の可視化、
位置情報の作成、エクセル形式のデータのインポート・エキ
スポート方法まで演習を行います。

渡邉　一成（都市経営学部教授）
大門　創（都市経営学部准教授）

広島県福山市 6時間 令和2年8月25日 教諭
中学校・高等学
校社会科系教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504552号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】障害児教育の創始者と新
情勢から学ぶ特別支援教育の可
能性と課題

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。

髙橋　実（教育学部教授）
吉井　涼（教育学部講師）

広島県福山市 6時間 令和2年8月25日
教諭

養護教
諭

幼稚園，小，中，
高等学校及び特
別支援学校教

諭，養護教諭，幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20073-
504553号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

熊本県立大学
【選択】人間と表現―「正しさ」の
問い方―

本講習前半の日本文学分野においては、物語作品におけ
る主人公像の検証をもとに、文法や文学史の知識以外に
も、学習者に伝えるべき内容について考察する。また、高校
古典文法の敬語に関わる問題点とその指導方法について
も言及する。後半の日本語学分野においては、古代以降の
諸文献中に見る漢字のかたちや漢字の字体認識に関わる
実例を検討しつつ、現代の漢字の「正しさ」が成立してきた
経緯を確認していくことにする。

中井　賢一（文学部教授）
米谷　隆史（文学部教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年5月18日～
令和2年6月17日

令02-
20086-
506151号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本県立大学
【選択】コミュニケーションと異文
化理解に留意した英語リーディン
グの指導

本講習では、コミュニケーションと異文化理解に留意した英
語リーディング授業のあり方を考察します。まず異文化理解
の機会として、文学テキストを読んでいく試みについて考え
る。次に、様々な英文素材を用いて、朗読を含む音読の方
法について考える。最後に、リーディングの授業にコミュニ
ケーション活動を取り入れる方法について検討する。これら
を通じて、よりよい英語リーディングの授業の作り方を考え
ていく。

虹林　慶（文学部教授）
レイヴィン　リチャード（文学部教授）
吉井　誠（文学部教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 20人

令和2年5月18日～
令和2年6月17日

令02-
20086-
506152号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本県立大学
【選択】環境教育（1）環境と生態
系を題材にして

この講習では、地球の環境に対してどのように生物が適応
して進化してきたのか、その46億年に及ぶ歴史を知るととも
に、初期の歴史を育んだ有明海の沿岸生態系の豊かさにつ
いて解説する。さらに、近年有明海で問題となっている沿岸
域の開発に由来する環境悪化についても取り上げ、それら
の特徴と今後の対策について話題を提供する。

堤　裕昭（環境共生学部教授）
小森田　智大（環境共生学部講師）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月19日 教諭 全教諭 6,000円 36人
令和2年5月18日～
令和2年6月17日

令02-
20086-
506153号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本県立大学
【選択】環境教育（2）食と農をめぐ
る環境

本講義では、国内外における食料生産の現状と課題、並び
に現代社会における食・農・環境とそれらの関係を理解する
ことを到達目的とする。また、身近な植物や種子を使った
食・農・環境教育の実践方法について学ぶ。

松添　直隆（環境共生学部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年8月21日
教諭

栄養教
諭

全教諭、栄養教
諭

6,000円 36人
令和2年5月18日～
令和2年6月17日

令02-
20086-
506154号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本県立大学 【選択】「食」と「健康」を考える

巷にあふれる食や健康に関する情報は玉石混淆であり、正
しい情報を選択し、それらを日常生活に生かす能力の習得
が今後ますます重要となると考えられる。そこで、食や健康
に関する知識や情報を整理するだけでなく、「食」と上手に
付き合いながら「健康」に生きるための知見を提供すること
により、食育の新たな展開を考えるための足がかりを得るこ
とを目的とする。

南　久則（環境共生学部教授）
白土　英樹（環境共生学部教授）
下田　誠也（環境共生学部教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月20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 80人
令和2年5月18日～
令和2年6月17日

令02-
20086-
506155号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本県立大学
【選択】食育に関する知識技能の
ブラッシュアップ

栄養教諭の職務に関連する基礎的で重要な知識を体系的
に獲得する。講習内容の学習をとおして、栄養教諭として必
要な基礎的知識をブラッシュアップするとともに、今後の学
校における食育の在り方について検討し、具体的で実践的
な食育を展開できる能力を身に付ける。

横田　桂子（非常勤講師）
坂本　達昭（環境共生学部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月19日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 30人

令和2年5月18日～
令和2年6月17日

令02-
20086-
506156号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/
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令和２年度(第２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

熊本県立大学
【選択】授業をブラッシュアップす
るICT活用

この講習では、生徒、児童に「効率的で楽しい」授業のため
にパソコンを活用する実践的な手法を取り扱う。具体的に
は、教育におけるICTの活用、Webを活用した情報の提示、
コンピュータと教材を講義と演習形式で行う。演習では、一
人一台のパソコンを使い、インターネットが活用できる環境
を提供し、教員が教材を作るだけではなく、児童・生徒が自
らコンテンツを作成できる環境についても考察する。

宮園　博光（総合管理学部教授）
金井　貴（総合管理学部准教授）
小薗　和剛（総合管理学部准教授）
森山　賀文（総合管理学部准教授）
石橋　賢（総合管理学部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月19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
令和2年5月18日～
令和2年6月17日

令02-
20086-
506157号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本県立大学
【選択】授業をブラッシュアップす
るICT活用

この講習では、生徒、児童に「効率的で楽しい」授業のため
にパソコンを活用する実践的な手法を取り扱う。具体的に
は、教育におけるICTの活用、Webを活用した情報の提示、
コンピュータと教材を講義と演習形式で行う。演習では、一
人一台のパソコンを使い、インターネットが活用できる環境
を提供し、教員が教材を作るだけではなく、児童・生徒が自
らコンテンツを作成できる環境についても考察する。

宮園　博光（総合管理学部教授）
金井　貴（総合管理学部准教授）
小薗　和剛（総合管理学部准教授）
森山　賀文（総合管理学部准教授）
石橋　賢（総合管理学部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2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

6,000円 30人
令和2年5月18日～
令和2年6月17日

令02-
20086-
506158号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

宮崎公立大学
【選択】中学・高校で学ぶ英語文
学－授業での活用をめぐって

本講習では、中等学校および高等学校における英語文学
の実践的な活用の可能性を追求する。文学作品の内容、表
現法、文化的背景などに関する理解についてディスカッショ
ンを通して深め、さらにテクストを教材としてどのように活用
できるか協議していく。最終的には授業で扱った作品を教材
として模擬授業を行う。講師と受講生の相互のコミュニケー
ションを重視しつつ、文学作品が教育現場において有益な
教材であることを提示したい。

村上　幸大郎（人文学部　助教） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年7月26日 教諭
中学校、高等学
校の英語科教諭

向け
6,000円 40人

令和2年3月28日～
令和2年4月30日

令02-
20089-
505701号

0985-20-2213　
(内線： 2112)

https://www.miyazaki-
mu.ac.jp/

宮崎公立大学
【選択】ストレスとバーンアウトの
心理学

本講座では、私たちの身の回りのストレスについて心理学
の観点から解説し、対処する方法を考える。ストレスやスト
レスコーピングに関する心理学的な理論や考え方を紹介し
た上で、特に対人ストレスに焦点を当てて考察する。さら
に、ヒューマンサービスに特有のストレスであるバーンアウ
ト、特に教師のバーンアウトについて事例を示しながら説明
する。ストレス対処の方法を身につけ、メンタルヘルスにつ
いて考える機会としたい。

川瀬　隆千（人文学部　教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年3月28日～
令和2年4月30日

令02-
20089-
505702号

0985-20-2213　
(内線： 2112)

https://www.miyazaki-
mu.ac.jp/

宮崎公立大学
【選択】英語学が解き明かす英語
の疑問

本講習では、次の①から③に関して、児童や生徒が抱きそ
うな疑問を英語学はどう解き明かすのか考察してゆく。①英
語のコーパス研究から、覚えて得する英単語や英語表現を
検討する。②英語の歴史的変化から、英単語の発音と綴り
や、英単語の意味と語源を検討する。③英語構文の仕組み
から、英単語の意味と語法や、文の情報構造を検討する。
教材としては、Q&A形式の書き込み式のプリントを配布する
予定である。したがって、講師から一方的に説明するのでは
なく、受講生参加型となる。評価として、客観問題から成る
筆記試験を行う。

福田　稔（人文学部　教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の英語

科教諭向け
6,000円 40人

令和2年3月28日～
令和2年4月30日

令02-
20089-
505703号

0985-20-2213　
(内線： 2112)

https://www.miyazaki-
mu.ac.jp/

宮崎公立大学
【選択】教育に潜む『社会の力』を
探求する

本講習では、学校教育に関わる事柄について、教育社会学
の知見を用い、様々な角度からアプローチしていく。様々な
教育事象の「常識」を問うことによって、学校教育や自分自
身を相対化しつつ、現代社会の中で学校がもつ機能や、社
会が学校に与える影響などについても探求する。
講習形態は、講義をベースに適宜演習も取り入れる。

寺町　晋哉（人文学部　助教） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月5日 教諭 全教諭 6,000円 40人
令和2年3月28日～
令和2年4月30日

令02-
20089-
505704号

0985-20-2213　
(内線： 2112)

https://www.miyazaki-
mu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

宮崎公立大学
【選択】超小型コンピュータを使っ
た初めてのプログラミング体験

学校の授業にプログラミングを導入する一番の理由は、論
理的思考力を身に付けること、情報活用能力を高めることで
あって、スキルそのものを身につけることではありません。し
かし、実際にプログラムを一度も作ったことのない教員に
とっては不安も多いと思います。そこで今回は、超小型コン
ピュータを使って、LEDを点けたり消したりできる簡単なプロ
グラム作成を行います。自分のアイディアでLEDをコントロー
ルするという簡単なプログラムですが、指示した通りの動き
をしたときの面白さは体験しなければわからないでしょう。本
講習は、プログラミングを初めて体験される方で、情報教育
に興味のある方向けの内容になります。

辻　利則（人文学部　教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月5日 教諭 全教諭 6,000円 15人
令和2年3月28日～
令和2年4月30日

令02-
20089-
505705号

0985-20-2213　
(内線： 2112)

https://www.miyazaki-
mu.ac.jp/

宮崎公立大学
【選択】アクティブラーニングの理
論と実践

アクティブラーニングの用語が広く知られるようになって久し
い。しかし、学校現場では、アクティブラーニングに関する情
報不足から生じる戸惑いや抵抗感が、いまだに多く存在して
いることと思われる。本講習では、なぜアクティブラーニング
の視点による授業実践がここまで重視されるようになったの
かについて、教授・学習観のパラダイムシフトという世界的
な潮流の中で考察し、アクティブラーニングに対する理解を
共に深めることを目指す。

野﨑　秀正（人文学部　准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校、中学校、
高等学校教諭向

け
6,000円 50人

令和2年3月28日～
令和2年4月30日

令02-
20089-
505706号

0985-20-2213　
(内線： 2112)

https://www.miyazaki-
mu.ac.jp/

宮崎公立大学
【選択】今求められる学校経営力
とは

複雑化する学校教育の問題・課題を踏まえ、今学校経営に
求められる資質・能力を明らかにした上で、学校経営ビジョ
ンを構想する。また、学校経営ビジョンを実現するための重
要な知識（教育関係法規や通知・答申等に関する知識）に
ついて学習する。更には、それらを活用して、学校が直面し
ている問題・課題にどのように取り組んでいくか、演習形式
で実践的な講習を行う。

曽我　文敏（人文学部　教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の中堅

教諭向け
6,000円 15人

令和2年3月28日～
令和2年4月30日

令02-
20089-
505707号

0985-20-2213　
(内線： 2112)

https://www.miyazaki-
mu.ac.jp/

宮崎公立大学 【選択】英語４技能の学習と指導

本講座は３～４人程度のグループワークを基本とした参加
型の授業形式となる。講座の前半では、第二言語習得理論
に基づき言葉（主に英語）の学習プロセスを４技能ごとに分
析する。後半ではグループごとに１技能を選び、その効果的
な指導方法と他３技能との統合方法を話し合う。最後にグ
ループ発表とそれに基づく意見交換を行う。

松本　祐子（人文学部　准教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月17日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の英語

科教諭向け
6,000円 30人

令和2年3月28日～
令和2年4月30日

令02-
20089-
505708号

0985-20-2213　
(内線： 2112)

https://www.miyazaki-
mu.ac.jp/

宮崎公立大学
【選択】表現力を高める英語音声
発音指導

World Englishesの考え方に基づいてNative Speaker神話は
消えつつある。しかし、発音がどうでもよいということではあ
るまい。本講義は、グローバルに通用する英語を話すため
に必要な発音を考え、生徒にどう伝え教えるかを考える。そ
のため受講生全員が体験を通して英語発音に磨きをかけ、
音声指導を通して生徒の英語表現力を豊かにする方法を
ワークショップ形式にて理解体得する。まず、日本語と英語
の発音の違いを発音の基礎から体験を通して学び、感情豊
かに表現する手段としての英語発音について考える。英語
個々の音素とプロソディーを生かし、内容に応じた英語発音
について理解を深め、体得する。

竹野　茂（人文学部　教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の英語

科教諭向け
6,000円 30人

令和2年3月28日～
令和2年4月30日

令02-
20089-
505709号

0985-20-2213　
(内線： 2112)

https://www.miyazaki-
mu.ac.jp/

札幌学院大学
【選択】生徒指導の今日的課題と
対応について

社会や学校の状況、子どもたちの生活の変化を踏まえなが
ら、学校としての組織的な対応による生徒指導を進めること
が求められています。本講座では、子どもの人権を尊重す
る生徒指導の在り方、特に懲戒・校則・体罰について、子ど
もの権利条約や関連法規、判例などの理解を深めながら、
受講生とともに考えていきたいと思います。

川原　茂雄（人文学部　教授） 北海道江別市 6時間 令和2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 30人
令和2年5月18日～
令和2年6月19日

令02-
30004-
504500号

011-386-8111 http://www.sgu.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

天使大学
【選択】「みること」をいかして引き
出すアクティブ・ラーニング

「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
ついて体験的に学びます。作文をアクティブ・ラーニング化
する看図作文や，看図アプローチという「みること」を重視し
た教材開発・授業づくりの方法について学びます。
なお，以下の理由により栄養教諭も受講対象者とします。
栄養教諭の職務には「教科等における食に関する指導」が
含まれています。栄養教諭の具体的な授業参画の方法とし
ては、①ティーム・ティーチング、②教材研究等が想定されま
す。
今回の講習では，多様な教科・校種の先生方と協同学習す
ることにより，ティーム・ティーチングの計画法や共同での教
材開発の仕方をスキルアップすることもできます。

鹿内　信善（看護栄養学部教授、大学院看護栄
養学研究科教授）
石田　ゆき（日本医療大学　非常勤講師）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月5日
教諭

栄養教
諭

全教諭、栄養教
諭

5,000円 32人
令和2年3月23日～
令和2年6月12日

令02-
30008-
506027号

011-741-1051
https://www.tenshi.ac.j
p/

天使大学
【選択】学校で役立つ食物アレル
ギーの知識とアレルギー対応

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
食事や調理法等についても解説します。

武藏　学（学長、看護栄養学部教授、大学院看
護栄養学研究科教授）
志賀　一希（看護栄養学部准教授、大学院看護
栄養学研究科准教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 5,000円 50人
令和2年3月23日～
令和2年6月12日

令02-
30008-
506028号

011-741-1051
https://www.tenshi.ac.j
p/

天使大学
【選択】児童・生徒のエネルギー
摂取量と味覚教育

　文科省の2019年度学校保健統計調査から北海道内の子
どもの肥満傾向が明らかになった。その状況を把握するとと
もに、学校給食の目標でもある「適切な栄養の摂取による健
康の保持増進を図る」ための方略の1つとして、児童生徒の
味覚教育の有用性について解説する。
　また、ユネスコ無形文化遺産に登録された和食のおいしさ
を実習を通して体験し、給食への応用を考える機会とする。

山口　敦子（看護栄養学部教授、大学院看護栄
養学研究科教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月7日
栄養教

諭
栄養教諭 7,000円 20人

令和2年3月23日～
令和2年6月12日

令02-
30008-
506029号

011-741-1051
https://www.tenshi.ac.j
p/

北翔大学
【選択】保育および教育の課題と
して子どもの貧困を考える

厚労省（2016）の『国民生活基礎調査』では、2015年の子ど
もの貧困率は13.9％であり、約7人に1人の子どもが相対的
貧困の状態であるといえます。本講習では、貧困問題の要
因を探るとともに、これまで貧困対策において取り組まれて
いること、特に、子どもたちの生活環境や学習環境を整える
ための適切な支援について考察し、貧困状態にある子ども
やその家族の困りごとや要望を重視する保育および教育支
援体制についても取り上げていくこととします。

飯田　昭人（教育文化学部准教授） 北海道江別市 6時間 令和2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 120人
令和2年4月20日～
令和2年5月13日

令02-
30014-
505315号

011-387-4082
https://www.hokusho-
u.ac.jp/

北翔大学
【選択】地域とともにつくる防災教
育

毎年のように起きる自然災害。学習指導要領でも「防災教
育」の充実が求められています。 自然災害はなぜ起きるの
か、実際に災害が起きたときにはどうすればよいのか、学校
ではどんな防災教育を行ったら良いのか、などについて、地
域と学校とが連携して実施している避難所設営についての
演習なども通して学びます。

横山　光（教育文化学部准教授）
千里　政文（教育文化学部教授）

北海道江別市 6時間 令和2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 100人
令和2年4月20日～
令和2年5月13日

令02-
30014-
505316号

011-387-4082
https://www.hokusho-
u.ac.jp/

北翔大学
【選択】子どもの育ち－体力・体
験活動・栄養・自立－

子どもの体力・運動能力の低下とともに、自己肯定感の低
下や人間関係の希薄化などが指摘されています。本講義で
は、「体力向上とその方策」や「元気に通学するための栄養
指導」、また、体験が「生きる力」を培う基盤になるという観
点から「体験活動の意義と成果」、さらに、子どもの自立に
向けて「大人になることへ期待と子どもを追い詰めない視点
の持ち方」について、現状と課題を整理し、子どもへの教育
的配慮や知識の習得を目指します。

阿部　豊（生涯スポーツ学部教授）
大宮　真一（生涯スポーツ学部准教授）
尾形　良子（生涯スポーツ学部教授）
黒田　裕太（生涯スポーツ学部講師）

北海道江別市 6時間 令和2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 120人
令和2年4月20日～
令和2年5月13日

令02-
30014-
505317号

011-387-4082
https://www.hokusho-
u.ac.jp/
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北翔大学 【選択】特別支援教育の今

特別支援教育の根幹である児童生徒一人一人の教育的
ニーズを理解し、生活や学習上の困難を改善又は克服する
ための適切な指導の在り方について考えます。具体的に
は、特別支援教育の現状と課題について、国や道の教育施
策の取り組みや今後の見通しを知り、発達障がいの定義や
支援の方法、2020パラリンピック教育と障がい者スポーツの
推進、障害児や保護者に対する教育相談と保護者心理等
について理解を深めます。

石川　大（教育文化学部教授）
磯貝　隆之（教育文化学部教授）
石塚　誠之（教育文化学部講師）
阿部　達彦（生涯スポーツ学部教授）

北海道江別市 6時間 令和2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 120人
令和2年4月20日～
令和2年5月13日

令02-
30014-
505318号

011-387-4082
https://www.hokusho-
u.ac.jp/

北翔大学
【選択】「性の多様性」をめぐる学
校教育の課題

2015年4月30日、文部科学省は性同一性障害やLGBTの児
童生徒に対するきめ細やかな対応を全国の国公私立学校
に求める通達を出しました。本講習では、性の多様性に対
する理解と学校現場における支援や教育実践の在り方につ
いて受講生とともに考えてまいります。

西村　貴之（生涯スポーツ学部准教授）
渡辺　大輔（埼玉大学　基盤教育研究センター
准教授）

北海道江別市 6時間 令和2年8月11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 120人
令和2年4月20日～
令和2年5月13日

令02-
30014-
505319号

011-387-4082
https://www.hokusho-
u.ac.jp/

北翔大学
【選択】幼児から高校生までの造
形美術教育・鑑賞教育

学習指導要領等で示されている資質・能力を踏まえながら
幼児期から青年期までの美術教育の連続性やその在り方
についての理論研修を行い、その年齢だからできること、そ
の年齢でやるべきことについての理解を深めるとともに、鑑
賞の楽しいワークショップを通して美術的な「見方・考え方」
についての理解を深めます。

林　亨（教育文化学部教授）
山崎　正明（教育文化学部教授）

北海道江別市 6時間 令和2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（美術）

6,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月13日

令02-
30014-
505320号

011-387-4082
https://www.hokusho-
u.ac.jp/

北海道情報大学 【選択】コミュニケーション概論１

生徒と日々接していく上において、コミュニケーションのとり
方が非常に大切な要素となってきます。生徒の本当の気持
ちを汲み取るには、まず自ら積極的に心を開いて相手と向
き合わねばなりません。その自分の本心を相手に伝える「自
己開示」の意義、ねらい、本質について検討を加えていきま
す。そして、「自己開示」と本質的には異なる概念に「自己呈
示」というものがありますが、この概念についても生徒の行
動パターンを知る上において有効なものであり、合わせて考
察していきます。
　試験は、筆記試験で行います。

恵藤　健二（通信教育部　非常勤講師） インターネット 6時間
令和2年4月6日～
令和3年1月23日

教諭 小中高教諭 6,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年12月11日

令02-
30020-
505682号

011-385-4414
https://www.do-
johodai.ac.jp/menjyou/i
ndex.html

北海道情報大学 【選択】コミュニケーション概論２

生徒の本心を把握するためには、ときとして言葉以外の要
素から相手の気持ちを見抜く必要があります。生徒の何気
ないしぐさ、つまり「非言語コミュニケーション」の中に、その
本質が隠されているわけです。彼らから発せられた無言の
メッセージは、注意深く観察することによって見えてくるもの
です。また、生徒のなかには、言葉によるコミュニケーション
を苦手とする子もいるので、彼らとの相互理解を果たすのに
も「非言語コミュニケーション」の理解が役立ちます。
　試験は、筆記試験で行います。

恵藤　健二（通信教育部　非常勤講師） インターネット 6時間
令和2年4月6日～
令和3年1月23日

教諭 小中高教諭 6,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年12月11日

令02-
30020-
505683号

011-385-4414
https://www.do-
johodai.ac.jp/menjyou/i
ndex.html

北海道情報大学 【選択】コミュニケーション概論３

インターネットによるコミュニケーションが急速に普及してお
り、その発展に追いついていない学校現場の現状が浮彫り
となっています。ネット詐欺、不法請求、掲示板による誹謗
中傷、出会い系サイトに絡む犯罪、ウィルスのばらまき、著
作権の侵害等々、大きな社会問題です。このような事件の
当事者とならないためにも、正確な情報モラルの教育が必
要不可欠となっています。ここでは、ネットコミュニケーション
の現状と聴衆を前にして説得力のあるプレゼンテーションを
行うテクニックについて紹介します。
　試験は、筆記試験で行います。

恵藤　健二（通信教育部　非常勤講師） インターネット 6時間
令和2年4月6日～
令和3年1月23日

教諭 小中高教諭 6,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年12月11日

令02-
30020-
505684号

011-385-4414
https://www.do-
johodai.ac.jp/menjyou/i
ndex.html
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令和２年度(第２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

北海道情報大学
【選択】情報リテラシー
(MSOffice2016)（Word編）

手書きで作成された教材は、趣もあり受講するものにとって
暖かい感じを受けます。しかし、教材の活用や教材作成の
労力削減にはほど遠い状況です。コンピュータを利用して作
成した教材ならば、労力の削減や広い意味での活用が図れ
ます。その為に、ワープロソフトの代表格である「Word 
2016」を、初歩から図表等を扱う上級レベルまで学びます。
　試験は、筆記試験で行います。

高井　那美（経営情報学部　教授） インターネット 6時間
令和2年4月6日～
令和3年1月23日

教諭 小中高教諭 6,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年12月11日

令02-
30020-
505685号

011-385-4414
https://www.do-
johodai.ac.jp/menjyou/i
ndex.html

北海道情報大学
【選択】情報リテラシー
(MSOffice2016)（Excel編）

取得したデータは、単純な表の形よりも、数に操作を加えて
意味のある数値や表示形式にする事により理解を深める事
が出来ます。教材の作成だけでなく、学生の成績の分析、
予算・決算書の作成等、授業や学校運営全般に役立ちま
す。その為に、表計算ソフトの代表格である「Excel 2016」
を、初歩からグラフや関数を扱う上級レベルまで学びます。
　試験は、筆記試験で行います。

高井　那美（経営情報学部　教授） インターネット 6時間
令和2年4月6日～
令和3年1月23日

教諭 小中高教諭 6,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年12月11日

令02-
30020-
505686号

011-385-4414
https://www.do-
johodai.ac.jp/menjyou/i
ndex.html

北海道情報大学 【選択】情報リテラシー（Web編）

今日の情報社会では、情報を適切な形に編集し、発信する
方法を教える必要があります。また、学校の広報活動にお
いても、Webは重要な位置を占めています。その為に、Web
ページを、マークアップ言語HTML5とスタイルシート言語
CSSを用いて作成する手法を学びます。また、インターネット
を利用して情報をやり取りする際の注意点などについても知
識を深めていきます。試験は、筆記試験で行います。

高井　那美（経営情報学部　教授） インターネット 6時間
令和2年4月6日～
令和3年1月23日

教諭 小中高教諭 6,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年12月11日

令02-
30020-
505687号

011-385-4414
https://www.do-
johodai.ac.jp/menjyou/i
ndex.html

北海道情報大学
【選択】情報リテラシー
(MSOffice2016)（Word,Excel編）

資料の活用や作成労力の削減、より理解しやすい形での
データの提供等、アプリケーションソフトを用いた教材制作・
学校運営の恩恵は計り知れないものがあります。その為
に、アプリケーションソフトの代表格である「Word2016」と
「Excel2016」を、初級から図表やグラフを駆使する上級レベ
ルまで学びます。
　試験は、筆記試験で行います。

高井　那美（経営情報学部　教授） インターネット 18時間
令和2年4月6日～
令和3年1月23日

教諭 小中高教諭 18,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年12月11日

令02-
30020-
505688号

011-385-4414
https://www.do-
johodai.ac.jp/menjyou/i
ndex.html

青森中央学院大
学

【選択】学校教育において有用な
『法』に関する講義

‐憲法改正に対する考察‐
「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。
‐物権法への理解・民法上の未成年者の保護‐
本講習では異なる2つのテーマを取り扱う。一つは、民法の
中の「物権」に関するものであり、特に理解が難しい物権変
動について学ぶ。もう一つは未成年者の保護であり、民法
上未成年者が特に取引においてどのような保護を受けてい
るのかということについて学ぶ。

太田　航平（経営法学部講師）
中山　洋志（経営法学部講師）

青森県青森市 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校教諭、高

等学校教諭
6,000円 50人

令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
30028-
504325号

017-728-0131　
(内線： 1017)

http://www.aomoricgu.
ac.jp

青森中央学院大
学

【選択】学校が抱える課題‐郷土
理解教育・危機管理の観点から
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号にある通り、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。
学校組織の危機管理
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。

竹中　司郎（経営法学部准教授）
大泉　常長（経営法学部准教授）

青森県青森市 6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校教諭、高

等学校教諭
6,000円 50人

令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
30028-
504326号

017-728-0131　
(内線： 1017)

http://www.aomoricgu.
ac.jp
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令和２年度(第２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

青森中央学院大
学

【選択】学校教育の中で有用な経
済活動と学校における組織マネ
ジメント

（経済活動）
世界と日本の経済動向・世界経済の変容・日本経済の現状
について解説し、高等学校公民の学習指導要領にある、経
済のグローバル化と相互依存の深まりについて解説する。
貿易構造、海外直接投資の動向、技術革新や様々な分野
のイノベーション、国民生活の動向など、日本経済の枠組み
について検討する。
（学校組織におけるマネジメント）
　学校は教育の現場ですが、近年、学校を組織と捉え、管
理（マネジメント）が強調されています。そこで、改めて「管理
とは、何か？」、「管理は、なぜ必要なのか？」という問いに
答え、「管理職に求められるのは、何か」を明らかにします。

内山　清（経営法学部教授）
小松原　聡（経営法学部教授）

青森県青森市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校教諭（社

会）、高等学校教
諭（公民）

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
30028-
504327号

017-728-0131　
(内線： 1017)

http://www.aomoricgu.
ac.jp

青森中央学院大
学

【選択】青森県の抱える課題‐学
校教育・短命県に関する考察‐

学校教育における生徒指導上の課題
各学校段階において、教師が生徒に対して実施する生徒指
導の意義を、具体的な事例（課題）を通して再確認する。さら
に、日々の教育活動に活かせる開発的・予防的生徒指導の
在り方について、「協働」という視点から実践的に考察する。
短命県返上への課題
本県の平均寿命ワーストは周知の事である。短命県返上に
向けた岩木健康増進プロジェクト(ＣＯＩ)の取り組みを紹介
し、各年齢層での課題及び解決を考察し、生徒に対する健
康指導に必要な知識・指導法を提示する。そして、その先に
ある健康寿命延伸のinnovationも解説する。

成田　昌造（経営法学部教授）
奥村　俊樹（経営法学部講師）

青森県青森市 6時間 令和2年7月30日 教諭
中学校教諭、高

等学校教諭
6,000円 50人

令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
30028-
504328号

017-728-0131　
(内線： 1017)

http://www.aomoricgu.
ac.jp

郡山女子大学
【選択】家庭生活と労働・経済・福
祉

Ⅰコマは、ライフコースの多様化にともなう労働の現状（特
に女性）から、仕事と生活の課題について考察します。Ⅱコ
マは、「家計（家庭）」の消費活動と、消費活動に伴い発生し
ている消費者問題と消費者教育について学修します。Ⅲコ
マは、子ども虐待が心や脳に与える影響などについて、　Ⅳ
コマは、虐待によるトラウマ反応と発達障害の相似性などを
取り上げます。

安田　純子（家政学部教授）
長谷川　貴弘（家政学部准教授）
堀　琴美（家政学部准教授）

福島県郡山市 6時間 令和2年7月29日 教諭
中学校・高校の

家庭科教諭
6,000円 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月14日

令02-
30057-
505045号

024-932-4848
http://www.koriyama-
kgc.ac.jp/

郡山女子大学 【選択】快適な衣食住

Ⅰコマは、食物アレルギーを有する児童生徒への対応につ
いて、具体的にヒヤリ・ハット事例を交えながら講義を行いま
す。Ⅱコマは、多様化するライフスタイルに求められる居住
空間とは何か、生活者が求める快適な住空間について考察
します。Ⅲ・Ⅳコマは、家庭科における「衣生活文化の継承
と創造」教育について、講義と実習を通して考えていきま
す。

亀田　明美（家政学部准教授）
阿部　恵利子（家政学部准教授）
難波　めぐみ（家政学部教授）

福島県郡山市 6時間 令和2年7月30日 教諭
中学校・高校の

家庭科教諭
6,000円 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月14日

令02-
30057-
505046号

024-932-4848
http://www.koriyama-
kgc.ac.jp/

郡山女子大学 【選択】食の文化と伝統

和食は、2013年12月、ユネスコ無形文化遺産に登録され、
日本の伝統的な食文化として、そのよさが喧伝されました。
Ⅰ～Ⅲコマでは、様々な保存食が工夫されている会津地方
の伝統料理の実習を通して、身土不二の食生活の知恵を
探ります。Ⅳコマは、福島県で昔から利用されてきた伝統食
材について学びながら、それらの食材が持つ機能性につい
て解説します。

菊池　節子（家政学部教授）
郡司　尚子（家政学部准教授）

福島県郡山市 6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高校の

家庭科教諭
6,500円 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月14日

令02-
30057-
505047号

024-932-4848
http://www.koriyama-
kgc.ac.jp/
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令和２年度(第２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

作新学院大学
【選択】子どもの社会的自立と社
会参画―発達段階に応じた主権
者教育・消費者教育を中心に―

子ども(青年期を含む)のとらえ方や、子どもを取り巻く環境
は時代により変化しており、学校教育や社会教育に影響を
与え続けている。
また18歳選挙権・18歳成年の成立に伴い新学習指導要領
等は、幼・小・中・高・特別支援学校の発達段階に応じた主
権者教育・消費者教育の充実を求めている。これを鑑みる
と、幼・小・中・高・特別支援学校の子どもたちが成長・直面
する時期にあたる子どもの歴史や現状、主権者教育、消費
者教育を学ぶことの意義は、現代社会を生きる力を身に付
け、次代を担う子どもを育成する様々な校種の教員にとり大
きい。そこで、子どもの社会的自立と学校における主権者教
育・消費者教育を講義と演習により体験的に学ぶ。

川原　健太郎（早稲田大学　教育・総合科学学
術院非常勤講師）
木村　直人（人間文化学部特任教授）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2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

校教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
30069-
506753号

028-670-3642　
(内線： 2041)

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

作新学院大学
【選択】特別支援学校における身
体運動領域（体育）指導

本講習は，特別支援学校（主として知的障害）の身体・運動
領域（体育）に関わる理論および実践に関して，講義・演習
を実施するものである。前半は理論について講義し，後半
に，小グループによる実践演習及び小グループによる討議
を行う。インクルーシブ教育システム構築の時代における多
様な幼児児童生徒の身体・運動領域（体育）の実践につい
て，受講者と共に考えていきたい。

野村　勝彦（人間文化学部特任教授）
相馬　聡（経営学部スポーツマネジメント学科講
師）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2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

校教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
30069-
506754号

028-670-3642　
(内線： 2041)

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

作新学院大学
【選択】学校教育における体育・
スポーツの多角的な活用

運動参加頻度の二極化や体力低下が指摘される今、子ども
の体力・運動能力の向上は学校教育が担う役割と言える。
また、体育・スポーツに関連する活動は、連帯感の醸成や
社会的スキルの習得といった観点から、部活動や様々な教
育場面で応用することが可能である。本講習では、こうした
体育・スポーツの多角的な活用可能性に着目し、教育活動
を豊かにする方策を「体育・スポーツ」という切り口から考察
する。

石川　智（経営学部特任講師）
小林　育斗（経営学部准教授）
斉藤　麗（経営学部特任講師）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月5日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学

校教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
30069-
506755号

028-670-3642　
(内線： 2041)

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

作新学院大学
【選択】小学校のプログラミング
教育

小学校におけるプログラミング教育で育成する資質・能力の
中で、特に「プログラミング的思考」についてその趣旨を確
認すると共に、「プログラミング的思考を育成する学習活動」
をテーマに講習を進める。プログラミング的思考の理解，プ
ログラミングの基礎と応用，プログラミング的思考を意識し
たカリキュラムと教材の活用について，実践を通して理解す
る。

髙山　裕一（人間文化学部特任教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月5日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
30069-
506756号

028-670-3642　
(内線： 2041)

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

作新学院大学

【選択】神経発達症（発達障害）
のある子どもへの見立てと対応
―園や学校でできる支援を学ぶ
―

本講習では、神経発達症（発達障害）のある幼児、児童生
徒が、園や学校の場面で示すさまざまな問題について、そ
の要因をどのように見立てて、それをもとにどのように対応
すればよいかについて検討していく。具体的には、①神経発
達症のある子どもの困り感を疑似体験するとともに、それを
軽減する環境づくりや関わり方を学ぶ、②子どもが示す行動
問題に対するアセスメントとその予防や対応を学ぶ、に焦点
をあてて、事例を交えながら進めていく。

高浜　浩二（人間文化学部・大学院心理学研究
科教授）
野村　勝彦（人間文化学部特任教授）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月7日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学

校教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
30069-
506757号

028-670-3642　
(内線： 2041)

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

作新学院大学
【選択】子どもと楽しむ造形活動と
運動遊び

①造形表現の特に立体の造形を実践的に学ぶ。子どもが
扱える素材や道具を用いて、子どもが楽しく取り組み、安全
に造形活動できる方法を検討する。②子どもの運動能力向
上を図る一助として、ボールを用いた遊びを実践する。ボー
ル遊びと運動能力の関係性を理解し、指導法を習得するこ
とを目標とする。

藤村　透子（女子短期大学部幼児教育科准教
授）
花田　千絵（女子短期大学部幼児教育科准教
授）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
30069-
506758号

028-670-3642　
(内線： 2041)

http://www.sakushin-
u.ac.jp
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令和２年度(第２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

高崎健康福祉大
学

【選択】学校図書館を活用して、
児童・生徒を育む

学習指導要領総則では、学校図書館を計画的に利用しそ
の機能の活用を図り、児童・生徒の主体的、意欲的な学習
活動や読書活動を充実することを挙げている。本講習では、
豊かな学びを支える学校図書館の役割と機能を考える。主
に授業での学校図書館活用を目指している。
１．学校図書館の役割と機能（学校司書の役割、授業での
図書館活用事例等）
２．読書教育について（ワークショップを含む）
３．ミニ調べ学習にチャレンジ（ワークショップを含む）
グループディスカッションも一部取り入れる予定である。

太田　克子（健康福祉学部医療情報学科　講
師）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504180号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】子どもの貧困問題を理解
する－子どもと社会に向き合う－

７人に１人の割合で子どもが貧困状態にあると報告されて
いる。それは子どもたちが育つ世帯に起きている貧困問題
といえる。非正規労働、女性の貧困、子どもの貧困など、こ
れまであまり考えられていなかった新しい問題として理解す
る。なお、主な講義項目は下記とし、グループディスカッショ
ンなどを取り入れることもある。
１．子どもと貧困の戦後史
２．子どもの貧困をとらえる視点
３．子どもの貧困を解決するために

石坂　公俊（健康福祉学部社会福祉学科　准教
授）
大川　健次郎（健康福祉学部社会福祉学科　講
師）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504181号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】成長期の障害を予防する
ための知識と実践

幼少期から、自分の体に注意を向けて、自己管理する能力
は、学習を円滑に進めるうえでも大変重要である。近年、姿
勢不良、運動不足、過剰な運動により、骨・関節系疾患や糖
尿病などの内科疾患を引き起こすことが知られている。成
長・発達期に関わる大人が、きちんとした知識をもち、正しい
指導を教育の現場で行っていくことができれば、多くの成長
期の障害が予防できる。
本講習は、姿勢が人体に及ぼす影響、肥満児に対する対
応、スポーツ障害予防などについて、基礎知識を身につけ、
評価・指導できる能力を養う。

吉田　剛（保健医療学部理学療法学科　教授）
中川　和昌（保健医療学部理学療法学科　准教
授）
篠原　智行（保健医療学部理学療法学科　講
師）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504182号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】子どもと音楽：領域「表現」
の理解から音楽活動の実践を考
える

「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通し
て、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする」
という領域「表現」の基本的な考え方を理解する。このことを
通して、子どもの音楽的な育ちをどのように理解し、実践や
指導に繋げていくのかについて、講義と実技演習を通して
学ぶ。

岡本　拡子（人間発達学部子ども教育学科　教
授）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504183号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】「主体的・対話的で深い学
び」を実現する観察・実験の指導

学習指導要領の改訂に伴い、児童・生徒の学び方に関して
授業の改善が求められている。今までの観察・実験がどの
ように改善されれば、「主体的・対話的で深い学び」になるの
か？小学校、中学校、高等学校の理科の観察・実験を行
い、受講者全員で検討していく予定である。また、様々な校
種の受講者の交流を図りながら、小学校から高等学校まで
の一貫した科学教育の在り方も議論していく。

片山　豪（人間発達学部子ども教育学科　教
授）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小・中・高等学校

（理科）教諭
6,000円 40人

令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504184号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp
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令和２年度(第２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

高崎健康福祉大
学

【選択】味覚教育と成長期の栄養
評価

『食事』は生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性
を育むために重要であることから、味覚教育と成長期の栄
養管理について学び、充実した食教育の実践を目指す。
１）味覚教育は、五感を使い食べ物と向き合うことにより、
「自分で感じて考える力」、「感じて判断する力」、「表現とし
て人と分かち合う力」を育むものである。体験型学習を通
じ、「味覚教育」による食育の可能性を探る。
２）成長・発達により身体の状態が大きく変化する一方、食
物を選択→摂取する能力は未熟である成長期の栄養管理
のポイントについて考える。

綾部　園子（健康福祉学部健康栄養学科　教
授）
曽根　保子（健康福祉学部健康栄養学科　准教
授）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504185号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】生命科学；最新の研究成
果からヒトの脳の仕組みや疾患
を学ぶ

生命科学の領域は、新しい知見や技術が日々集積されてい
る。本講習は、①近年の革新的技術を駆使した記憶・学習
のメカニズムの解明および脳神経疾患の理解、②教育現場
で関心が高いと思われる言語機能についての家族性失語
症の研究成果、③脳科学から考える効果的な勉強方法を題
材に取り上げる。できるだけ平易な言葉で最新の研究成果
と正しい知識を説明し、生命科学についての理解を深める。

中道　範隆（薬学部薬学科　教授）
今井　純（薬学部薬学科　准教授）
福地　守（薬学部薬学科　准教授）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504186号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】思春期の性～課題とその
対応

近年増加傾向を示す若年層の人工妊娠中絶や梅毒・HIV等
の性感染症、さらには性の多様性など、思春期における性
の課題について理解し、学校における予防や健康課題の早
期発見・対応の在り方及び校内外連携について考える。グ
ループワークやピアエデュケーションの体験活動も取り入れ
る。

池田　優子（保健医療学部看護学科　特任教
授）
青栁　千春（保健医療学部看護学科　准教授）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504187号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】配慮が必要な子どもの保
育と保護者支援

配慮が必要な子どもを含む保育現場の実態を踏まえ、ソー
シャルワークの視点を取り入れながら園内連携・保護者支
援・幼小接続の課題とあり方について考察する。
１．【実態把握】配慮が必要な子どもがいる保育・教育現場
のある風景
２．【事例検討】子ども・保護者に対する園・学校・他機関の
取組みと課題
３．【方法理解】ソーシャルワークの視点から紐解く子ども・
保護者支援のあり方
グループディスカッションも一部取り入れる予定。

野田　敦史（人間発達学部子ども教育学科　准
教授）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

幼・小・特別支援
学校教諭、養護

教諭
6,000円 40人

令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504188号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】英語を楽しむアクティヴィ
ティ：子どもとともにつくる授業

2020年度より始まる小学校での英語教科化に対して様々な
対応が求められる中、本講習では、どのように子どもたちの
発達に応じた英語の力を養っていけるのかを、具体的なア
クティヴィティを取り入れながら学ぶ。他の教科での学びと
の繋がりも意識しながら、子どものコミュニケーション能力を
養っていくには、どのような方策があるだろうか。従来の
ゲーム型ではない、深い学びを子どもが得るためにはどの
ようなアクティヴィティが可能だろうか。CLIL等の理論も紹介
しながら、活動を中心に子どもの発達に応じた、早期英語教
育のありかたを考える。

松田　幸子（人間発達学部子ども教育学科　准
教授）
クローズ　ステイシー（人間発達学部子ども教育
学科　講師）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月19日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 40人
令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504189号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】保育における子どもの変
容：発達と生成

幼稚園における教育の目的は、子どもの心身の発達を助長
することと理解されている。しかし、日々の幼稚園での活動
には、様々な体験や経験が含まれている。それはときに、発
達という言葉では回収しきれない。子どもたちの日常的な体
験・経験を教師はどのように捉える必要があるのだろうか。
発達と生成をキーワードに考察していく。なお、講義と事例
の考察、グループディスカッションを交えながら進める予定
である。

富田　純喜（人間発達学部子ども教育学科　講
師）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504190号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp
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令和２年度(第２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

高崎健康福祉大
学

【選択】タブレットを活用した授業
とセキュリティ対策・最新動向

GIGAスクール構想により、5年をかけて1人1端末の導入が
進むことになった。そのため、学校現場では急速なIT化とセ
キュリティ知識が必要となっている。
そこで最新のセキュリティ動向を学び、LMSとして有名なロイ
ロノート等を用いてタブレットを用いた授業を学ぶ。
その後、グループワークを取り入れ、発表を行う予定であ
る。

中村　賢治（健康福祉学部医療情報学科　助
教）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504191号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】食べ物と健康

食品と化学物質の関係に着目し、嗜好性、安全性、そして
機能性に関与する甘味料について学ぶ。食品添加物である
ゲル化剤や安定剤が食感にどのように影響しているのかを
学ぶ。簡単な実験を通して、実際に体験することでその理解
を深めていく。本講習により、食育や健康管理の実践に役
立てる。

松岡　寛樹（健康福祉学部健康栄養学科　教
授）
熊倉　慧（健康福祉学部健康栄養学科　講師）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月20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 40人
令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504192号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】慢性疾病を抱える子ども
の理解と医療・教育との連携

慢性疾患を抱える子どもと家族を全人的側面から統合的、
学術的に理解し、そのような子どもと家族への支援のあり方
と望ましい医療ー教育の連携について考える。
１．慢性疾患のある子どもの理解～アレルギー疾患と1型糖
尿病を中心に
２．院内学級教師の実際
３．疾病のある子どもと家族を支える医療と教育の連携-課
題とその方策
グループディスカッションも一部取り入れる。

桑原　敦志（保健医療学部看護学科　教授）
青栁　千春（保健医療学部看護学科　准教授）
星野　美穂（保健医療学部看護学科　講師）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504193号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】障害のある子どもの理解
と支援

最初に、障害・バリア・合理的配慮等について説明する。次
に、障害のある子どもを理解するために大切な視点につい
て、実際の子どもの映像を使って説明する。続けて、発達障
害をはじめとする各種障害のある子どもに対する支援の実
際を、映像やエピソードを通して紹介する。手話・指文字や
各種コミュニケーション手段の紹介もする。全体を通して、保
育・教育現場の事例を多く含み、具体的・実践的な内容と
なっている。

小竹　利夫（人間発達学部子ども教育学科　教
授）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月20日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 6,000円 40人
令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504194号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】幼児の発達と身体・言葉
の表現活動

子どもは感じたことや考えたことを自分なりに言葉や身体で
表現することで、感性や表現力、創造性を育んでいく。その
ためには、どのような環境を作り、保育を行っていくのか、保
育者としての役割が重要となる。本講座では基礎的な発達
理論、保育教材としての表現活動について理解を深める。
また、その後のグループワークを通して、表現活動の指導
法を実践的に学ぶ。

今井　邦枝（人間発達学部子ども教育学科　准
教授）
山西　加織（人間発達学部子ども教育学科　准
教授）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月20日 教諭
幼・特別支援学

校教諭
6,000円 40人

令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504195号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】漢字学習・書写学習とア
クティブ・ラーニング

パソコンやスマートフォンによる文字使用の実態等を整理し
たうえで、文字の学習や手で書くこと等について、漢字学
習・書写学習の視点から改めて考える。講習の一部では、
教材や指導法などを紹介するとともに、それらを実際に作成
したり体験したりする時間を設定する予定である。

菅野　陽太郎（人間発達学部子ども教育学科　
助教）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小・中学校（国

語）教諭
6,000円 40人

令和2年5月4日～
令和2年5月10日

令02-
30080-
504196号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

女子栄養大学
【選択】食材・食品に関する最新
情報

近年、新しい食品や様々な機能性をもつ食品が現れ、また
新しい様相を持つ食中毒も問題となっており、児童生徒や
保護者、学校現場での正しい理解や対応が求められる。こ
れらの最新情報を提供することを目的として、（１）食品表示
や機能性食品の現状や法制度、（２）様々な新しい水産食
品、(3)食中毒の現状と対策、について講義する。

宇野　薫（消費者庁　食品表示企画課保健表示
室　課長補佐）
西塔　正孝（栄養学部 准教授）
斉藤　守弘（栄養学部教授）

埼玉県坂戸市 6時間 令和2年8月5日
教諭

栄養教
諭

家庭科教諭、栄
養教諭

6,000円 150人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
30092-
505801号

049-284-3291　
(内線： 3655)

https://www.eiyo.ac.jp/
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令和２年度(第２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

女子栄養大学
【選択】児童生徒の食生活や健
康・栄養に関する最新情報

児童生徒の食生活の乱れや、やせ・肥満ほかの健康状態も
問題となっている。これらの現状や望ましい在り方、対応に
関する最新情報を提供することを目的として、（１）子どもた
ちの食生活の現状と課題、適切な食育の在り方、（２）子ども
の身体的な発育発達の現状と食との関連、（３）食物アレル
ギーを含む子どもの疾病と栄養、について講義する。

林　芙美（栄養学部　准教授）
小林　正子（栄養学部　教授）
恩田　理恵（栄養学部　教授）

埼玉県坂戸市 6時間 令和2年8月6日
教諭

栄養教
諭

家庭科教諭、栄
養教諭

6,000円 150人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
30092-
505802号

049-284-3291　
(内線： 3655)

https://www.eiyo.ac.jp/

女子栄養大学
【選択】食の文化・環境・メディア
に関する最新情報

食生活の変貌により伝統的な食文化が問い直されている。
また、SNSや広告により食の情報は氾濫し、一方、地球環境
問題とともに食のあり方が問われている。学校現場の役割
も視野に入れながらこれからのあり方を見据えて、（１）日本
食文化とその伝承における課題、（２）SDGsから考える食の
変化、（３）食のメディアと子どもの現状と課題、について講
義する。

守屋　亜記子（栄養学部 准教授）
長島　美紀（SDGｓ市民社会ﾈｯﾄﾜｰｸ　執行理
事）
山下　史郎（栄養学部 教授）

埼玉県坂戸市 6時間 令和2年8月7日
教諭

栄養教
諭

家庭科教諭、栄
養教諭

6,000円 150人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
30092-
505803号

049-284-3291　
(内線： 3655)

https://www.eiyo.ac.jp/

女子栄養大学 【選択】保健養護基礎演習Ⅰ

学校におけるメンタルヘルスの理解と対応 -学習指導要領
改訂を踏まえて-
児童生徒の心身の健康課題は多様化複雑化している。中
でもメンタルヘルスへの対応には課題が多い。そこで本講
習では、養護教諭を中心に、新学習指導要領（高校・保健）
にも位置づけられた「精神疾患の予防と回復」を含めた児童
生徒及び教職員のメンタルヘルスリテラシーを高めるための
教育及び対応についてグループワークにより学習する。評
価（60分）は、メンタルヘルスリテラシー教育についての基本
的な理解と対応について筆記試験を行う。

大沼　久美子（栄養学部 教授）
佐々木　司（東京大学大学院　教育学研究科 
教授）

埼玉県坂戸市 6時間 令和2年8月5日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 60人

令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
30092-
505804号

049-284-3291　
(内線： 3655)

https://www.eiyo.ac.jp/

女子栄養大学 【選択】保健養護基礎演習Ⅱ

「チーム学校で養護教諭の専門性を生かした健康相談」―
心と体の課題対応に生かす養護教諭タッチングと毛布の効
果―
保健室来室者の心身の問題対応に養護教諭の行う健康相
談の充実が求められている。そのためには心と体の観察
（ヘルスアセスメント）が不可欠である。養護教諭は、その
「職」の特質や保健室の機能を最大に活かす専門力と学
校、校外の専門家との調整を可能とする立場である。これら
を講義・演習を通して力量を深める。

三木　とみ子（特別講師） 埼玉県坂戸市 6時間 令和2年8月6日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 60人

令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
30092-
505805号

049-284-3291　
(内線： 3655)

https://www.eiyo.ac.jp/

女子栄養大学 【選択】保健養護基礎演習Ⅲ

現職養護教諭が希望する研修内容としてもニーズの高い
フィジカルアセスメント。本講習では、養護教諭がおこなう
フィジカルアセスメントの基本的知識・技能に関する講義と、
それを習得するための演習を行う。評価は、フィジカルアセ
スメントに関する基本的な理解についての筆記試験を行う。

遠藤　伸子（栄養学部 教授）
久保田　美穂（栄養学部 専任講師）

埼玉県坂戸市 6時間 令和2年8月7日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 60人

令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
30092-
505806号

049-284-3291　
(内線： 3655)

https://www.eiyo.ac.jp/

人間総合科学大
学

【選択】心身健康科学概論

こころとからだの働きを相互に関連付けている法則性を客
観的に理解、洞察するため、心身相関をキーコンセプトとし
て理論体系的に修得する。これにより、こころとからだを結
ぶメカニズムを概観したうえで、生命の誕生から死までを連
続して考察するなか、脳とこころ・健康について理解を高め、
教育現場に生かすことを目標とする。

久住　武（人間科学部教授） 通信教育 18時間
令和2年4月1日～
令和2年11月29日

教諭
養護教

諭

全教諭・養護教
諭向け

18,860円 70人
令和2年3月16日～
令和2年8月31日

令02-
30104-
505303号

048-749-6111
https://www.human.ac.j
p/

人間総合科学大
学

【選択】ストレスと健康

学校や社会におけるストレスの特徴やストレスとどのように
つきあうかなど、ストレスを取り巻く諸問題やストレスの基礎
的科学的メカニズムを学ぶ。また最新の脳科学やストレスに
対する生体反応、メンタルヘルスとストレスマネージメント、
ストレスによる健康障害と対処法について理解を高めること
で、教育現場に生かすことを目標とする。

鈴木　はる江（人間科学部教授） 通信教育 18時間
令和2年4月1日～
令和2年11月29日

教諭
養護教

諭

全教諭・養護教
諭向け

18,200円 70人
令和2年3月16日～
令和2年8月31日

令02-
30104-
505304号

048-749-6111
https://www.human.ac.j
p/

234 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

人間総合科学大
学

【選択】保健学

集団の健康増進・疾病予防についての基本的な知識修得を
図る。これにより学童の健康管理や保健についての広く正し
い情報を提供できるようにすることで、教育現場に生かすこ
とを目標とする。

朴峠　周子（人間科学部講師） 通信教育 18時間
令和2年4月1日～
令和2年11月29日

教諭
養護教

諭

全教諭・養護教
諭向け

18,200円 70人
令和2年3月16日～
令和2年8月31日

令02-
30104-
505305号

048-749-6111
https://www.human.ac.j
p/

人間総合科学大
学

【選択】行動科学概論

人間のこころと行動の法則性について重点をおき、人間の
心と意識、そのさまざまな問題解決のために何が必要か、
諸学科（心理学・社会学・生理学eｔｃ）を網羅した手法で人間
の行動の原理を修得していく。これにより、心身のストレスと
行動、個人行動の理解、ひとの行動の形成と変容について
の理解を高めることにより、教育現場に生かすことを目標と
する。

萩原　豪人（人間科学部准教授） 通信教育 18時間
令和2年4月1日～
令和2年11月29日

教諭
養護教

諭

全教諭・養護教
諭向け

18,200円 70人
令和2年3月16日～
令和2年8月31日

令02-
30104-
505306号

048-749-6111
https://www.human.ac.j
p/

人間総合科学大
学

【選択】学校における食育の推進

生涯にわたって「心身ともに健康」に過ごすために、栄養学
だけでなく、食生活、食文化、生活習慣病の予防などの
様々な観点から食育をとらえて、事例等に触れながら理解
を高めることで、教育現場に生かすことを目標とする。

梅國　智子（人間科学部教授） 通信教育 18時間
令和2年4月1日～
令和2年11月29日

栄養教
諭

栄養教諭向け 18,640円 70人
令和2年3月16日～
令和2年8月31日

令02-
30104-
505307号

048-749-6111
https://www.human.ac.j
p/

文教大学
【選択】新学習指導要領における
国語科教育

○前半は、平成２９年版学習指導要領をふまえた国語教育
の今日的課題を整理する。特に、アクティブラーニングへの
対応、「知識・技能としての習得事項」「知識・技能を活用し
た思考・判断・表現としての言語活動」「深い学び」「交流活
動」といった課題について、国語教育の視点から、具体例を
ふまえながら講義する。○後半は、アクティブラーニングの
視点を含め、他教科における言語活動の充実の授業実践
例と、国語科の授業実践事例をビデオを通じて検討する。特
に「意欲、習得、活用、探究」の授業構成について整理、検
討を行いたい。

萩原　敏行（教育学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年6月13日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（国語）

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504250号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】新学習指導要領における
国語科教育

○前半は、平成２９年版学習指導要領をふまえた国語教育
の今日的課題を整理する。特に、アクティブラーニングへの
対応、「知識・技能としての習得事項」「知識・技能を活用し
た思考・判断・表現としての言語活動」「深い学び」「交流活
動」といった課題について、国語教育の視点から、具体例を
ふまえながら講義する。○後半は、アクティブラーニングの
視点を含め、他教科における言語活動の充実の授業実践
例と、国語科の授業実践事例をビデオを通じて検討する。特
に「意欲、習得、活用、探究」の授業構成について整理、検
討を行いたい。

萩原　敏行（教育学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年7月4日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（国語）

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504251号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】「主体的・対話的で深い学
び」の実現を目指す数学的活動
を通した授業づくり

新しい学習指導要領では，小・中・高等学校を通じて，算数・
数学科の授業における数学的活動の一層の充実が求めら
れています。でも，充実が求められるのはなぜなのでしょ
う？また，どうすれば充実することができるのでしょう？
この講習では，新しい学習指導要領で重視されている「主体
的・対話的で深い学び」の実現を目指したアクティブ・ラーニ
ングの視点も踏まえながら，数学的活動を通した授業づくり
について考えます。
当該学校種・教科の学習指導要領解説、授業で用いている
教科書があればお持ちください。

永田　潤一郎（教育学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年6月13日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（数

学）、高等学校教
諭（数学）

6,000円 70人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504252号

048-974-8811　
(内線： 1812)

http://www.bunkyo.ac.j
p/
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令和２年度(第２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

文教大学
【選択】学び合いで学力を向上さ
せる小学校算数科の授業研究

小学校算数科の授業力を向上するには、授業研究が最も
実践的であり効果的である。本講習では全国から算数の授
業がうまいと言われる先生方の授業のビデオを視聴して、
授業研究を行う。まず授業ビデオを、そしてコメントビデオ
を、最後にインタビュービデオを視聴し、その合間に簡単な
演習を行う。授業研究を通して、授業設計を見つめ直すとと
もに、教材研究の方法、効果的な指導方法など多面的に授
業の在り方を検討していく。

石井　勉（教育学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年6月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 48人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504253号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】学び合いで学力を向上さ
せる小学校算数科の授業研究

小学校算数科の授業力を向上するには、授業研究が最も
実践的であり効果的である。本講習では全国から算数の授
業がうまいと言われる先生方の授業のビデオを視聴して、
授業研究を行う。まず授業ビデオを、そしてコメントビデオ
を、最後にインタビュービデオを視聴し、その合間に簡単な
演習を行う。授業研究を通して、授業設計を見つめ直すとと
もに、教材研究の方法、効果的な指導方法など多面的に授
業の在り方を検討していく。

石井　勉（教育学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年7月4日 教諭 小学校教諭 6,000円 48人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504254号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】楽しく学ぶための理科の
授業と実験

楽しい理科の学習ができるよう、 〇新学習指導要領の趣旨
と内容に関する解説。〇主体的・対話的で深い学びの授業
例についての講話。○小・中・高の理科の系統的な学習に
ついての考察。〇興味・関心を高める簡単な実験の紹介と
体験（メインになります）。 〇児童・生徒が興味を持って楽し
く活動する授業についての情報交換。
以上、理科が少し苦手な先生も楽しく体験できる講習を行い
ます。

小林　秀明（教育学部准教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年6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）

6,000円 48人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504255号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】楽しく学ぶための理科の
授業と実験

楽しい理科の学習ができるよう、 〇新学習指導要領の趣旨
と内容に関する解説。〇主体的・対話的で深い学びの授業
例についての講話。○小・中・高の理科の系統的な学習に
ついての考察。〇興味・関心を高める簡単な実験の紹介と
体験（メインになります）。 〇児童・生徒が興味を持って楽し
く活動する授業についての情報交換。
以上、理科が少し苦手な先生も楽しく体験できる講習を行い
ます。

小林　秀明（教育学部准教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年7月11日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高等学校教
諭（理科）

6,000円 48人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504256号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学 【選択】書写指導の基礎基本

小学校・中学校の書写指導に必要な知識・技能について、
その基礎基本を確認する。今次の改訂内容も含めた学習指
導要領のポイントや、具体的な指導法等に触れながら、日
頃の実践上の疑問を解消し、現場での書写の授業実践に
直接生かせる内容で進める。幼稚園における文字指導にも
十分参考になる内容と考えられる。受講者の状況によって、
幼稚園、高等学校芸術科書道の内容にも触れる。
基本的な毛筆書写用具と鉛筆(2B程度)は各自で持参のこ
と。半紙は配布する。

豊口　和士（文学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年6月20日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭（国語）、
高等学校教諭

（書道）、特別支
援学校教諭

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504257号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】歌唱指導法～斉唱から合
唱へ～

小学校・中学校の「音楽」授業表現領域で重要な分野である
「歌唱」。その指導法を理論と実演両面からアプローチし、習
得していく。中学校で必須の歌唱共通教材を中心に「発声」
「呼吸」「発音」「読譜」「言語」等の構造や動きについて学
び、教育活動に活かして行くことを目指す。また発展的内容
として、音楽の3要素「メロディ」「ハーモニー」「リズム」を体感
しやすい合唱も題材にし、指揮を含め指導法を確認する。
※比較的動きやすい服装でお越しください。

三谷　亜矢（教育学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（音楽）

6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504258号

048-974-8811　
(内線： 1812)

http://www.bunkyo.ac.j
p/
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令和２年度(第２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

文教大学
【選択】英語教育における新しい
理論と実践

これからの英語教育では、「教え中心」から「学び中心」への
教育のパラダイム・シフトや新しい学力観などを踏まえて、
指導理論と授業実践の再構築が図られなければならない。
小・中・高を通じた系統的な英語教育改革も、教育全体の改
革の方針を反映したものとなろう。本講座では、英語教育の
未来を拓く教師に求められる資質・能力と役割、英語教育の
新しい理論と実践などについて、教育現場の実情を考慮し
ながら、参加者間で協議し考察する。

小嶋　英夫（教育学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年6月27日 教諭
中学校教諭（英

語）、高等学校教
諭（英語）

6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504259号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】学習心理学の理論と教育
場面での応用可能性

一般的に「学習」といえば、教科学習を思い浮かべる人が多
いが、心理学における「学習」とは、教科学習だけではなく、
行動に関わる心理的機能に対して経験が及ぼす比較的永
続的な変化のことである。したがって、行動（例、サッカーの
シュートが上手くなる）だけではなく、何らかの形で行動に反
映する知識（例、算数の知識）や価値観などの心理的機能
の変化がどのような仕組み（理論）で生じるのかを学習心理
学は探求してきた歴史がある。本講座では主要な学習理論
を解説し、それらの理論が教育場面でどのように実践できる
のかを概説する。

田積　徹（人間科学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504260号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】ペーパーエンジニアリング
（紙による造形）

本講習は表現活動について講義と演習を行う。講義では紙
などの造形材料と加工方法について、視覚資料を用いなが
ら具体例を交えながら解説し、制作に関する教員の知的理
解を深める。演習では紙を用いて、個人の能力に応じた題
材を設定し、制作を行う。制作では、発想からイメージを視
覚化する過程を通して、教員の発想面での指導力の向上を
図るとともに、道具を利用したものつくりの体験を通して、技
術面での指導力の向上を図る。

久保村　里正（教育学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年7月4日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭（美術）、
高等学校教諭
（美術）（工芸）

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504261号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】学校現場で役立つ認知行
動療法の知識・技法

学校現場で役立つ認知行動療法の知識・技法を、実技体験
を交えて紹介する。認知行動療法は、ネガティブな感情（例
えば、抑うつ、不安、怒り）やそれに伴う不健康で非建設的
な行動の改善に有効である。まず代表的技法である「認知
再構成法」と「問題解決技法」を紹介する。さらに近年注目さ
れている「弁証法的行動療法」について、その中心技法であ
る「承認」という関わり方と「マインドフルネス」を用いた心身
の調整法を紹介する。

吉田　悟（人間科学部教授）
鍛冶　美幸（人間科学部准教授）

埼玉県越谷市 6時間 令和2年7月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 48人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504262号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】研究授業・校内研究の評
価方法（質的・量的）を知ろう

多くの学校では年度初めに、その年度の研究目標と計画を
たて、研究を進めていることであろう。しかし、現実的には、
年度が終了する直前になって、評価方法を考え・評価に
至っているのではないだろうか。本来は、研究目標をたてる
と同時に評価内容と方法を定めなければならない。本講座
では、質的・量的にどのように研究授業や校内研究の評価
を実施していくべきかを具体的に学ぶ。PC（ワード、エクセ
ル等）を使用して講義を行うため、基礎的な操作は修得して
いることが望ましい。過去、あるいは現在の個人研究や校
内研究の資料を持参のこと。

小林　稔（教育学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年7月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 16人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504263号

048-974-8811　
(内線： 1812)

http://www.bunkyo.ac.j
p/
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令和２年度(第２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

文教大学
【選択】特別支援教育における親
支援の重要性

特別支援教育においては、正しい知識を習得した支援者が
適切な環境を提供することで、より良い療育的効果を期待
することができる。本講座では、主に発達障害の脳科学・医
学的なメカニズムをまずは理解する。そして今日の多様化し
た家庭生活を踏まえた上で、幼児児童生徒への支援はまず
「親支援」を考えることから始まる、という「ペアレンティング
理論」を実践的に学んでいただき、現場で生かしていただき
たいと考える。

成田　奈緒子（教育学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年7月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504264号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】Critical Thinking and the 
Art of Persuasion

A refresher course conducted in English for junior high and 
high school instructors teaching English language skills. 
Content features critical examination of textbooks and 
persuasive communication techniques as well as two 
exercises for engaging fluency.

グラハム　児夢（文学部准教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年7月18日 教諭
中学校教諭（英

語）、高等学校教
諭（英語）

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504265号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】新しい体育の授業デザイ
ン　～  保健領域と運動領域（表
現運動系）～

保健領域では、健康の概念として注目されている「ヘルスリ
テラシー」の視点から保健授業を構想する方法等を紹介し、
保健の見方、考え方についてブラッシュアップする機会にし
て頂きたいと思います。運動領域の表現運動系では、幼・
小・中連携を含む発育発達を見通した表現運動の授業につ
いて考えます。指導上の問題点をワークショップを通して検
討し、指導法の改善に役立てて頂きたいと思います。なお、
運動領域表現系では後半で実技を行います。軽い運動が
出来る服装でお越しください（スカート不可）。

山本　浩二（教育学部准教授）
渡辺　律子（教育学部教授）

埼玉県越谷市 6時間 令和2年7月25日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（保健

体育）
6,000円 50人

令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504266号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】子どもが直面する困難と
学校

貧困、発達障害、LGBTなど、さまざまな困難に直面しながら
学校生活を過ごす子どもたちが増えています。相対的貧困
は13.9%(2015年)、発達障害児童は約6％、LGBTは調査に
よって結果に差はあるものの、約8％という調査結果もある。
そうした子どもたちへの教育的支援のためには、教師がそ
れらの課題に対して適切な知識を持つことが求められます。
そこで、本講習では、これらの困難の実態について確認し、
教師はどのような認識を持ちながら教育を行うべきか考えま
す。

加藤　理（教育学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年7月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504267号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学 【選択】臨床心理学の基礎を学ぶ

学校現場ではカウンセリングを中心とした心理学的な技法
を学ぶ機会が増えてきている様子である。しかし、その基礎
となる臨床心理学について学ぶ機会は意外と少ないのでは
ないだろうか。そこで、この講習では基礎から平易に具体的
事例を取りあげつつ臨床心理学について解説する。心の問
題について知る異常心理学と、心の問題の改善を目的とす
る心理療法の概要について理解していただくことを目的とす
る。
講義中QRコードを使用したアンケートにより受講者の前提
知識等を確認しながら進める予定のため、スマホ・タブレット
があれば持参のこと。

岡田　斉（人間科学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年7月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504268号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学
【選択】小学校体育科の授業づく
りの基礎となる体育・スポーツ学

どの教科にも、授業づくりの際の基礎となる学問分野があり
ます。それらは授業づくりからは少し離れますが、けっして、
不要な知識ではありません。体育科の場合、基礎となる「体
育・スポーツ学」は学際総合科学と呼ばれ、人文社会学から
自然科学に及ぶ複数の基礎科学と、それらを融合させた実
践科学とで大系されています。本講座では、この概要を解説
した後、代表的な理論、例えば、体育社会学の「スポーツ政
策論」、体育心理学の「動機づけ理論」、体育経営学の「体
育事業論」、体育方法学の「リーダーシップ論」などをご紹介
します。

佐藤　正伸（教育学部教授） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年8月5日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504269号

048-974-8811　
(内線： 1812)

http://www.bunkyo.ac.j
p/
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令和２年度(第２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

文教大学 【選択】学校における消費者教育

近年、電子マネーの普及、インターネットを通じた様々な商
取引などの社会変化によって、児童生徒のお金の使い方、
消費の在り方も変わってきている。消費者教育の推進に関
する法律も施行され、学校教育の様々な教科の中で、今の
時代に対応した体系的な消費者教育への取り組みが求め
られている。本講では、（１）消費者教育の説明、取組事例な
どの紹介、（２）学校におけるお金や消費に関する課題、授
業実践の討議（グループワーク）等を行う。また問題意識の
共有から、学校を取り巻く家庭や社会問題へも視野を広げ
られる講座としたい。

松田　典子（教育学部専任講師） 埼玉県越谷市 6時間 令和2年8月6日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（家

庭）、中学校教諭
（社会）

6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504270号

048-974-8811　
(内線： 1812)

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

文教大学 【選択】学校教育と情報

学校教育と情報デザインでは、DTPの基本的な概念を踏ま
えたうえで、実際にポスターを制作して情報デザインの演習
を行う。学校教育とプログラミングでは、初等中等教育にお
けるプログラミング教育のあり方を考え、実際にプログラム
を作成する。学校教育と情報セキュリティでは、教育機関に
おける情報セキュリティの事故事例の分析を通して適切な
対応と対策について学習する。

佐久間　拓也（情報学部教授）
阿部　秀尚（情報学部准教授）
櫻井　淳（情報学部専任講師）

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 令和2年6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 60人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504271号

0467-53-2111　
(内線： 580)

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

文教大学
【選択】児童・生徒とつくる英語の
授業

新学習指導要領では、小学校での外国語活動と教科として
の外国語、そして中学校・高等学校の英語の授業の連携に
より、コミュニケーション能力の育成を目指した英語教育が
求められています。これを受け、今後の英語教育の方向性
を把握し、取り組むべき課題について理解を深め、児童・生
徒主体の授業づくりについて参加の先生方といっしょに考
え、実際に言語活動を体験し、明日の授業改善につながる
講座になればと思っています。

阿野　幸一（国際学部教授）
塩沢　泰子（国際学部教授）

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 令和2年7月11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 50人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504272号

0467-53-2111　
(内線： 580)

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

文教大学 【選択】国際学のフロンティア

この講座では文教大学国際学部で行われている「国際学入
門」講座をベースにして、私たちが目指す「国際学」のコンテ
ンツや学習目標をご案内します。「国際学」は“狭くなった”地
球を舞台とした諸問題を自分たちの生活圏からとらえ直し、
より良い暮らしを営むために自他の関係性をより望ましいも
のへと作り変えていくための新しい「知の運動」でもありま
す。この学知の最前線＝フロンティアの紹介を通じて先生が
たの教育現場に役立てていただくことを期待しています。

奥田　孝晴（国際学部教授）
神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 令和2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 80人

令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504273号

0467-53-2111　
(内線： 580)

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

文教大学
【選択】教育活動全体でのキャリ
ア教育実践の在り方

教育活動のすべてが、その特性に即して「基礎的・汎用的
能力」の育成に寄与し、キャリア発達の促進に貢献すると捉
えたい。学校における教育実践は、児童生徒に対して相互
に結び付き、影響し合って、螺線を描くごとく発達を促してい
るのが現実である。「キャリア教育」も他の教育活動と同様
に教育活動全体の中で一人一人の児童生徒が体験・経験
する事象と相まって、全人格的発達の促進を促すという教
育実践の在り方を探ってみたい。

新井　立夫（経営学部教授）
神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 令和2年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 80人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504274号

0467-53-2111　
(内線： 580)

http://www.bunkyo.ac.j
p/
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令和２年度(第２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

文教大学
【選択】やさしい栄養学　～食の
生理作用と嗜好の関係

食品には、栄養素を補給する機能（栄養性）、食欲を満たす
機能（感覚性）、体調を調節する機能（調節性）があります。
これらは相互に関係しあい、発達に応じ、環境に応じ、柔軟
に変化し続けています。病気のときには定常性を保つように
関係性も変化します。困ったことに、体に悪いものでも強い
嗜好性をもつこともあります。本講座では食品と人体の関わ
りについて、やさしく栄養学を振り返りたいとおもいます。

都筑　馨介（健康栄養学部教授）
神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 令和2年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、中学校教
諭（理科）、中学
校教諭（体育）、
中学校教諭（家

庭）、高等学校教
諭（理科＜生物、
化学＞）、高等学
校教諭（体育）、
高等学校教諭

（家庭）

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504275号

0467-53-2111　
(内線： 580)

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

文教大学
【選択】こどもひとり調理力の開発
および実習

　子どもが食管理をひとりで行う力を養うことは、自立形成に
おいて重要な課題である。「小学生のひとり調理力」育成の
プログラム作成を目的としているが、自立形成という点で中
学生、高校生にとっても「ひとり調理力」は身に着けるべき力
だといえる。調理が単なる「おいしい食事」「栄養的な満足
感」を得るためだけのものではなく、「旬の食材」や「地産地
消」「日本の食料自給率」等もふまえて、自ら食材を選び・作
ることができるよう、ひとり調理力育成に必要な事項を実証
的に検討した事を講習内容とする。また、一食の献立を実
習する。

福永　淑子（健康栄養学部教授）
神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 令和2年8月6日
教諭

栄養教
諭

栄養教諭、小学
校教諭、中学校
教諭（家庭）、高
等学校教諭（家

庭）

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504276号

0467-53-2111　
(内線： 580)

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

文教大学
【選択】カウンセリングで高める教
師力

　心を病み、休職や離職する教師の存在が大きな問題と
なっています。その理由の多くは、児童生徒、保護者、同僚
との人間関係につまづくことです。したがって、教師は教科
指導の前に、「人間関係のプロ」でなければなりません。そこ
で本講座では、援助的コミュニケーションであるカウンセリン
グの視点から、「人間関係のプロ」としての教師力のあり方
について考えます。

会沢　信彦（教育学部教授）
神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年4月11日

令02-
30105-
504277号

0467-53-2111　
(内線： 580)

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

武蔵野学院大学
【選択】豊かな人間性をはぐくむ
指導力の向上

内容としては、自己表現活動の能力を高め思いやりの心を
育む指導の在り方を中心としたコミュニケーション教育、自ら
感じ、考え、判断する道徳的実践力を高める指導力の在り
方を中心とした道徳教育、国際化社会の中、オリンピック・
パラリンピック、クールジャパンならびに日本の文化発信や
文化外交に注目した国際理解教育など、演習も取り入れ、
これからの児童・生徒の豊かな心を育てる指導の在り方を
探り、指導技術を磨く。

横手　尚子（国際コミュニケーション学部准教
授）
松本　多加志（武蔵野短期大学　幼児教育学科
客員教授）
佐々木　隆（国際コミュニケーション学部教授）

埼玉県狭山市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 50人

令和2年4月9日～
令和2年4月13日

令02-
30107-
505679号

04-2954-6131
http://www.musashino.
ac.jp

武蔵野学院大学
【選択】共生の心をはぐくむ指導
力の向上

内容としては、臨床心理学に基づく子ども理解やスクールカ
ウンセラーなどとの連携の在り方を中心とした教育相談、障
害の現状と教師の取り組み及び関係機関などとのサポート
の在り方を中心とした特別支援教育、社会とのつながりや
地域資源を活用した教育など、教師の生徒理解を基にした
共生の心を育てる指導法の在り方を探り、指導技術を磨く。

成瀬　雄一（武蔵野短期大学　幼児教育学科准
教授）
浅川　茂実（武蔵野短期大学　幼児教育学科准
教授）
野村　和（武蔵野短期大学　幼児教育学科教
授）

埼玉県狭山市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 50人

令和2年4月9日～
令和2年4月13日

令02-
30107-
505680号

04-2954-6131
http://www.musashino.
ac.jp
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令和２年度(第２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

武蔵野学院大学
【選択】小学校英語の教科化に向
けて

内容としては、マンガ・アニメ・ゲームで使用される英語、生
活の中でよく見かけるカタカナ英語（和製英語）と本当の英
語、英米文学などの影響について、日英語の発音・文法の
違い、英語成立から今日の国際英語成立までの経緯、さら
に日本の英語教育におけるCEFR（英語到達度指標）の導
入を中心とした英語学、子どもが興味をもつ授業展開の在り
方や英語コミュニケーション能力の育成を中心とした英語教
育学など、これからの小学校英語についての指導力を高
め、中高の英語指導との連携を深める。

佐々木　隆（国際コミュニケーション学部教授）
梅田　紘子（国際コミュニケーション学部兼任講
師）
ジェフリー　トランブリー（国際コミュニケーション
学部教授）

埼玉県狭山市 6時間 令和2年8月21日 教諭

小学校教諭なら
びに中学校・高等
学校英語科教諭

向け

6,000円 30人
令和2年4月9日～
令和2年4月13日

令02-
30107-
505681号

04-2954-6131
http://www.musashino.
ac.jp

神田外語大学
【選択】英語教授法・学習法再検
討

(1)英語力の向上(2) Communicative Language Teaching 
(CLT)の知識の習得と理解の向上(3)専門的な分野での向
上が目標です。教えながら英語を使い英語力を高め、
listening, reading, writing, speakingを統合した実践的教授法
を身につけ、生徒のコミュニケーション能力の評価方法も考
えます。更に、指導法あるいは英語力に関連する領域で向
上を目指す分野を選択していただき、参加者同士で協力し
教材や方法を討論し、実際の行動計画を作成します。

Murphy　Philip（外国語学部教授）
Lyon　Phoebe（ELI主任講師（Curriculum and 
Assessment））

千葉県千葉市 18時間
令和2年7月27日～
令和2年7月30日

教諭

中学校の英語教
諭/高等学校の
英語教諭および
中学・高等学校
の英語教育に強
い関心のある方
で、英語のみの
授業に意欲のあ

る方

19,000円 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月12日

令02-
30115-
505800号

043-273-1320
https://www.kandagaig
o.ac.jp/kuis/

清和大学 【選択】ICT活用再入門

児童生徒の情報を扱う学校の中で働く個人に必要な情報セ
キュリティの基礎に関する講義を行う。
全講習時間を通じて，LMS (Learning Management System)
のひとつであるGoogle Classroomを用いた資料提示・小試
験実施・課題回収を行う。受講者は講習内では生徒として
利用するが，教員としての利用方法も解説する。

谷津　貴久（法学部専任講師）
千葉県木更津
市

6時間 令和2年9月5日 教諭 全教諭 6,000円 30人
令和2年6月10日～

令和2年7月8日

令02-
30123-
505880号

0438-30-5555　
(内線： 5565)

http://www.seiwa-
univ.ac.jp/

清和大学
【選択】性的マイノリティが抱える
困難－体育・スポーツから考える
－

平成27年、文部科学省が「性同一性障害に係る児童生徒に
対するきめ細かな対応の実施等について」（27文科初児生
第3号）を発し、広く性的マイノリティとされる児童生徒に対す
る配慮や支援を要請した。しかし、性的マイノリティの存在が
これまで不可視化されてきたため、教員が十分な知識を得
られないまま、当事者が学校生活に居心地の悪さを感じて
いるかもしれない。
本講座においては、性的マイノリティ当事者が抱える困難を
見つめ、あらゆる児童生徒にとって居心地の良い学びの場
を作っていくための方策について考えていきたい。考察の素
材として、課題が顕著に現れやすい身体活動（体育・スポー
ツ）を主に取り上げる。

松宮　智生（法学部准教授）
千葉県木更津
市

6時間 令和2年10月3日 教諭 全教諭 6,000円 60人
令和2年6月10日～

令和2年7月8日

令02-
30123-
505881号

0438-30-5555　
(内線： 5565)

http://www.seiwa-
univ.ac.jp/

清和大学
【選択】「いのち」と向き合う教材
開発

理論編：「いのち」をめぐる現状を概観し、なぜどのように「い
のち」や取り上げるのか考えを深める。
実践編：受講者参加型のグループワークを行い、「いのち」
に関わる素材に触れ、共同で教材開発を行う。

小松　伸之（法学部准教授）
千葉県木更津
市

6時間 令和2年8月29日 教諭 全教諭 6,000円 40人
令和2年6月10日～

令和2年7月8日

令02-
30123-
505882号

0438-30-5555　
(内線： 5565)

http://www.seiwa-
univ.ac.jp/

清和大学
【選択】技術開発・発展にまつわ
る刑事規制

情報や新規技術の活用のあり方を学ぶことは学校教育にお
いて不可欠です。また、情報・新規技術の有効活用には、そ
れらの不正利用、それらに対する不正侵害をいかに規制す
るかの理解も不可欠です。本講習では、後者に重点を置
き、情報・新規技術の不正利用、情報・新規技術に対する不
正侵害に向けられた刑事規制の最新議論動向を見ていき
ます。

小野上　真也（法学部准教授）
千葉県木更津
市

6時間 令和2年10月17日 教諭 全教諭 6,000円 60人
令和2年6月10日～

令和2年7月8日

令02-
30123-
505883号

0438-30-5555　
(内線： 5565)

http://www.seiwa-
univ.ac.jp/

清和大学
【選択】学校事故に関する法と裁
判

学校事故に関する法制度の概説と裁判（損害賠償請求訴
訟）の分析
１．学校事故の諸類型
２．学校事故に関する法制度の概観
３．学校事故に関する裁判の分析
４．判決から考える学校事故の未然防止

手塚　一郎（法学部准教授）
千葉県木更津
市

6時間 令和2年9月26日 教諭 全教諭 6,000円 60人
令和2年6月10日～

令和2年7月8日

令02-
30123-
505884号

0438-30-5555　
(内線： 5565)

http://www.seiwa-
univ.ac.jp/
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令和２年度(第２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

清和大学
【選択】学校でできる防災アクティ
ビティ

学校における防災教育の理論と実践を学びます。自然災害
は「地形環境」と「気候環境」を基本とする自然環境の理解
を踏まえた上で、人間活動の関わり方が鍵となり、防災教育
では被害の軽減と子どもの防災適応力を育むことを目標に
しています。従って講習では、学校での防災教育の在り方
と、子供の防災適応力を高めるための防災activityの事例を
紹介し、学校の防災教育に役立つ教材として提供します。

小関　勇次（法学部　非常勤講師）
千葉県木更津
市

6時間 令和2年8月8日 教諭 全教諭 6,000円 60人
令和2年6月10日～

令和2年7月8日

令02-
30123-
505885号

0438-30-5555　
(内線： 5565)

http://www.seiwa-
univ.ac.jp/

東京成徳大学
【選択】子どもの造形活動の意義
と役割―粘土造形を通して

教育における造形表現の意義と役割について、表現の構造
理解を通して考察する。また具体的な造形素材として粘土を
取り上げ、その特性・技法など基本的な知識を身につけ、応
用としての作品制作を行い、造形活動に期待される役割に
ついて理解を深める。

堀内　秀雄（東京成徳短期大学　幼児教育科教
授）

東京都北区 6時間 令和2年6月6日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 35人

令和2年3月16日～
令和2年3月31日

(備考　抽選（卒業生優
先）)

令02-
30133-
505571号

03-3908-4563 http://www.tsu.ac.jp/

東京成徳大学
【選択】音楽表現における理論と
実践

ピアノは幼稚園教諭にとって習得が必要な楽器の一つで
す。特にスリーコードの基本的な技術を実践を通して学びま
す。園生活でピアノを弾く場面に応用できるようなフレーズを
弾く事や、弾き歌いをする際に必要なスリーコードの知識、
使い方を探っていきます。

郡司　敦（東京成徳短期大学　幼児教育科准教
授）

東京都北区 6時間 令和2年6月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

令和2年3月16日～
令和2年3月31日

(備考　抽選（卒業生優
先）)

令02-
30133-
505572号

03-3908-4563 http://www.tsu.ac.jp/

東京成徳大学
【選択】子どもの運動遊びと身体
表現遊び―“もの”との関わりを
通して考える―

我々大人の日常には、子どもの成長に応じて初めて目にす
る・出会う“もの”に溢れています。本講習では子どもの運動
遊びや身体表現についての理解を深め、子どもの身体を通
した活動に用いられる身近な“もの”について考察します。さ
らに、物・素材・題材などを用いて子どもが意欲的に動く・表
現する身体を育てるための工夫や方法を、体験を通して考
えます。

羽岡　佳子（子ども学部准教授） 東京都北区 6時間 令和2年6月27日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

令和2年3月16日～
令和2年3月31日

(備考　抽選（卒業生優
先）)

令02-
30133-
505573号

03-3908-4563 http://www.tsu.ac.jp/

大妻女子大学
【選択】大妻女子大学教員免許
状更新講習（幼稚園教諭向け）

【「こどもとともに”いる””いきる””つくる”」（幼稚園教諭向
け）】　こどもと”いる・いきる・つくる”ことの意義を探るために
あらゆる情報と教材を提供し、実践・考察を繰り返しながら
更なる保育力向上を目指す。こどものモチベーション向上の
ためにどのような視点が重要かも問いかけていきたい。例
えば、子どもに伝えたい手作り遊びを現代に生かしていく方
法やイマジネーションを豊かにする造形あそび、保育者の係
わりや集団でいることの発達的意味等を考察する。

宮本　桃英（家政学部児童学科専任講師）
金田　卓也（家政学部児童学科教授）
坂田　哲人（家政学部児童学科専任講師）
池田　りな（家政学部児童学科教授）
石井　章仁（家政学部児童学科准教授）

東京都千代田
区

18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭 幼稚園教諭向け 18,000円 50人
令和2年4月13日～
令和2年4月23日

令02-
30143-
506232号

03-5275-6319　
(内線： 8151)

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

大妻女子大学
【選択】大妻女子大学教員免許
状更新講習（小学校教諭向け）

【小学校授業の改善と発展：国語、社会科、理科、音楽、図
画工作の実践に向けて】
 小学校の授業づくりにおける現代的な課題を視点に、授業
づくりや教材開発について実践に即して講習する。言葉の
見方や考え方を働かせる国語科授業の改善の方向、ICTや
地域や様々な機関と連携を意識した社会科授業の改善、問
題解決の過程を取り入れた理科の授業づくりや実験･観察
の在り方、児童音楽の表現活動や教材開発、図画工作にお
ける児童の造形表現（自己表現や共同制作）を取り上げる。

石井　雅幸（家政学部児童学科教授）
矢野　博之（家政学部児童学科教授）
金田　卓也（家政学部児童学科教授）
樺山　敏郎（家政学部児童学科准教授）
眞鍋　淳一（家政学部児童学科専任講師）

東京都千代田
区

18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭 小学校教諭向け 18,000円 45人
令和2年4月13日～
令和2年4月23日

令02-
30143-
506233号

03-5275-6319　
(内線： 8151)

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

大妻女子大学
【選択】大妻女子大学教員免許
状更新講習（中高家庭科教諭向
け）

   家庭科教育の被服・食物分野では、「衣服と人間」・「食
育」をテーマに、現状に触れながら今日的課題について解
説する。また、実習では「繊維の染色性」・「食品の安全性」
を理解し考察しながら授業への展開を論じる。
　教育の情報化が推進されている今日、授業におけるネット
ワークやメディア、情報ツールの適切な活用法について事
例を通して実践的な理解を深める。また、教育活動における
著作権の取り扱いについて、最近の動向を含め理解する。

坂井　知志（国士館大学　スポーツアドミニスト
レーター）
山本　利一（埼玉大学　教育学部教授）
本郷　健（社会情報学部社会情報学科教授）
小治　健太郎（家政学部食物学科准教授）
松本　美鈴（家政学部食物学科教授）
堀江　正一（家政学部食物学科教授）
阿部　栄子（家政学部被服学科教授）
内田　直子（家政学部被服学科准教授）
團野　哲也（家政学部被服学科教授）

東京都千代田
区

18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
中高家庭科教諭

向け
18,000円 40人

令和2年4月13日～
令和2年4月23日

令02-
30143-
506234号

03-5275-6319　
(内線： 8151)

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

昭和女子大学 【選択】道徳教育の理論と実践

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育および特別の教
科道徳（道徳科）について、カリキュラム・マネジメントの動向
と合わせて理解します 。特に特別の教科道徳（道徳科）に
ついて 、 設置の経緯（近年の教育問題との関連）や特質、
教科書の特徴等についての理解を深め、授業運営につな
げていきます。

歌川　光一（人間社会学部初等教育学科専任
講師）

東京都世田谷
区

6時間 令和2年6月21日 教諭
小学校・中学校

教諭向け
6,000円 50人

令和2年4月1日～
令和2年4月14日

令02-
30169-
506779号

03-3411-5117　
(内線： 5350)

https://univ.swu.ac.jp/

昭和女子大学
【選択】子ども・若者のSNS利用を
めぐる近年の問題と今後求めら
れる情報教育の在り方

スマートフォンやSNSの普及により、子ども・若者のコミュニ
ケーションの在り方が大きく変化しています。それにともな
い、ネットいじめ、SNSを通した誘拐事件、SNS投稿の「炎
上」など様々な社会問題が生じています。こうした状況を踏
まえ、本講習では、子ども・若者のSNS利用の実態およびそ
の構造的な特徴について、社会学・メディア研究の観点から
解説します。それらを踏まえ、今後求められる情報リテラ
シー・モラル教育の在り方についても検討します。

小川　豊武（人間社会学部現代教養学科専任
講師）

東京都世田谷
区

6時間 令和2年6月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年4月14日

令02-
30169-
506780号

03-3411-5117　
(内線： 5350)

https://univ.swu.ac.jp/

昭和女子大学
【選択】教科指導におけるICT活
用と情報教育（プログラミング教
育を含む）

「教科指導におけるICT活用」と「情報教育」について、政策
や指導事例を解説すると共に、ICTを活用した日常的な指導
法やプログラミング教育の演習を行います。これらを通じ
て，「教員のICT活用指導力チェックリスト」における「Ｂ.授業
にICTを活用して指導する能力」「Ｃ.児童生徒のICT活用を
指導する能力」の向上や小学校でのプログラミング教育に
取り組めるようになることを目指します。

中尾　教子（人間社会学部初等教育学科非常
勤講師）

東京都世田谷
区

6時間 令和2年6月21日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年4月14日

令02-
30169-
506781号

03-3411-5117　
(内線： 5350)

https://univ.swu.ac.jp/

白梅学園大学
【選択】授業づくりの考え方とその
具体化

2020年度から完全実施となる新学習指導要領では、基本的
な考えとして知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現
力等の育成のバランスを重視するこれまでの学習指導要領
の枠組みを維持した上で、知識の理解の質をさらに高め、
確かな学力を育成することが示されました。その方針をう
け、国語科、理科、社会科、算数科、外国語活動・外国語科
について、教科教育における具体的な学習指導の在り方に
ついて考えていきます。さらに、新しい学習指導要領のもと
必修化されるプログラミング教育や授業におけるＩＣＴ機器の
活用法についても講義の中で扱っていきます。

瀧口　優（白梅学園短期大学　教授）
新川　雄也（非常勤講師）
木下　ひさし（聖心女子大学　現代教養学部教
育学科　教授）
中林　俊明（子ども学部准教授）
山田　裕（子ども学部特任教授）
田頭　裕（子ども学部助教）

東京都小平市 18時間
令和2年8月19日～
令和2年8月21日

教諭 小学校教諭向け 18,000円 80人
令和2年5月8日～
令和2年5月13日

令02-
30171-
504690号

042-313-5687
http://daigaku.shiraume
.ac.jp/

白梅学園大学
【選択】子どもや社会の変化に応
じた幼稚園教育の充実

教育内容の充実を図る選択講座は、講義と演習により設
定。理論と実践の結合を目指します。選択の講習内容として
幼稚園は「子どもや社会の変化に応じた幼稚園教育の充
実」と改訂された幼稚園教育要領の要点にそったテーマを
掲げ、講義形式と演習形式とを併用しながら講習の質の充
実を図ります。

花原　幹夫（白梅学園短期大学　教授）
源　証香（白梅学園短期大学　准教授）
小松　歩（白梅学園短期大学　准教授）

東京都小平市 18時間
令和2年8月19日～
令和2年8月21日

教諭 幼稚園教諭向け 18,000円 120人
令和2年5月8日～
令和2年5月13日

令02-
30171-
504691号

042-313-5687
http://daigaku.shiraume
.ac.jp/
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種
主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

玉川大学 【選択】保育の場のための心理学

保育実践における子ども理解、子どもたちの学びのプロセ
ス、保護者との関係構築、保育者の専門性などについて、
主として発達心理学の理論、研究成果の視点と実践におけ
る様々なエピソードの視点の両面から学ぶことを目的とす
る。特にヴァスデヴィ・レディの「二人称的アプローチ」を中心
に検討していくことによって、かかわりあう保育の実践の省
察を深め、今後の保育の手がかりを得る機会としたい。複数
の視点を通して学ぶという観点から、学びの幅を広げ、校種
限定せずに幼稚園教諭以外も対象とする。

岩田　恵子（教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 400人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506076号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学 【選択】保育の場のための心理学

保育実践における子ども理解、子どもたちの学びのプロセ
ス、保護者との関係構築、保育者の専門性などについて、
主として発達心理学の理論、研究成果の視点と実践におけ
る様々なエピソードの視点の両面から学ぶことを目的とす
る。特にヴァスデヴィ・レディの「二人称的アプローチ」を中心
に検討していくことによって、かかわりあう保育の実践の省
察を深め、今後の保育の手がかりを得る機会としたい。複数
の視点を通して学ぶという観点から、学びの幅を広げ、校種
限定せずに幼稚園教諭以外も対象とする。

岩田　恵子（教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 1,500人
令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506077号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学 【選択】保育の場のための心理学

保育実践における子ども理解、子どもたちの学びのプロセ
ス、保護者との関係構築、保育者の専門性などについて、
主として発達心理学の理論、研究成果の視点と実践におけ
る様々なエピソードの視点の両面から学ぶことを目的とす
る。特にヴァスデヴィ・レディの「二人称的アプローチ」を中心
に検討していくことによって、かかわりあう保育の実践の省
察を深め、今後の保育の手がかりを得る機会としたい。複数
の視点を通して学ぶという観点から、学びの幅を広げ、校種
限定せずに幼稚園教諭以外も対象とする。

岩田　恵子（教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 1,200人
令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506078号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学 【選択】保育の場のための心理学

保育実践における子ども理解、子どもたちの学びのプロセ
ス、保護者との関係構築、保育者の専門性などについて、
主として発達心理学の理論、研究成果の視点と実践におけ
る様々なエピソードの視点の両面から学ぶことを目的とす
る。特にヴァスデヴィ・レディの「二人称的アプローチ」を中心
に検討していくことによって、かかわりあう保育の実践の省
察を深め、今後の保育の手がかりを得る機会としたい。複数
の視点を通して学ぶという観点から、学びの幅を広げ、校種
限定せずに幼稚園教諭以外も対象とする。

岩田　恵子（教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 300人
令和2年11月9日～

令和3年1月8日

令02-
30186-
506079号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】通常学級にいる発達障が
い児とインクルーシブ教育

通常の学級に在籍するLD、ADHD、自閉スペクトラム症等の
子どもの「見え方」「聞こえ方」「感じ方」「考え方」等の特性
と、それに応じた彼らへの理解と指導について、認知心理学
的視点から説明します。また、発達障がい児の教育は、今
の教育課題「グローバル化」「キャリア教育」「21世紀型スキ
ル」等の中に本質が見えてきました。「多様性、共存、社会
参加・貢献、職業教育、グループワーク、ICT、行うことに
よって学ぶ」等について考えます。

安藤　正紀（教育学研究科教授） インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 400人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506080号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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令和２年度(第２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

玉川大学
【選択】通常学級にいる発達障が
い児とインクルーシブ教育

通常の学級に在籍するLD、ADHD、自閉スペクトラム症等の
子どもの「見え方」「聞こえ方」「感じ方」「考え方」等の特性
と、それに応じた彼らへの理解と指導について、認知心理学
的視点から説明します。また、発達障がい児の教育は、今
の教育課題「グローバル化」「キャリア教育」「21世紀型スキ
ル」等の中に本質が見えてきました。「多様性、共存、社会
参加・貢献、職業教育、グループワーク、ICT、行うことに
よって学ぶ」等について考えます。

安藤　正紀（教育学研究科教授） インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 1,500人
令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506081号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】通常学級にいる発達障が
い児とインクルーシブ教育

通常の学級に在籍するLD、ADHD、自閉スペクトラム症等の
子どもの「見え方」「聞こえ方」「感じ方」「考え方」等の特性
と、それに応じた彼らへの理解と指導について、認知心理学
的視点から説明します。また、発達障がい児の教育は、今
の教育課題「グローバル化」「キャリア教育」「21世紀型スキ
ル」等の中に本質が見えてきました。「多様性、共存、社会
参加・貢献、職業教育、グループワーク、ICT、行うことに
よって学ぶ」等について考えます。

安藤　正紀（教育学研究科教授） インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 1,200人
令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506082号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】通常学級にいる発達障が
い児とインクルーシブ教育

通常の学級に在籍するLD、ADHD、自閉スペクトラム症等の
子どもの「見え方」「聞こえ方」「感じ方」「考え方」等の特性
と、それに応じた彼らへの理解と指導について、認知心理学
的視点から説明します。また、発達障がい児の教育は、今
の教育課題「グローバル化」「キャリア教育」「21世紀型スキ
ル」等の中に本質が見えてきました。「多様性、共存、社会
参加・貢献、職業教育、グループワーク、ICT、行うことに
よって学ぶ」等について考えます。

安藤　正紀（教育学研究科教授） インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 300人
令和2年11月9日～

令和3年1月8日

令02-
30186-
506083号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】教師のためのカウンセリ
ング講座

カウンセリングを学ぶことは、いじめ・不登校への対応だけ
でなく、子どもたちとかかわる毎日の学校生活において、と
ても大きな支えになる。本講習では、学校現場で教師が活
用するためのカウンセリングの基礎基本を理解し、カウンセ
リングの基本的態度について学ぶことを目標とする。

原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）

インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 400人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506084号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】教師のためのカウンセリ
ング講座

カウンセリングを学ぶことは、いじめ・不登校への対応だけ
でなく、子どもたちとかかわる毎日の学校生活において、と
ても大きな支えになる。本講習では、学校現場で教師が活
用するためのカウンセリングの基礎基本を理解し、カウンセ
リングの基本的態度について学ぶことを目標とする。

原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）

インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 1,500人
令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506085号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】教師のためのカウンセリ
ング講座

カウンセリングを学ぶことは、いじめ・不登校への対応だけ
でなく、子どもたちとかかわる毎日の学校生活において、と
ても大きな支えになる。本講習では、学校現場で教師が活
用するためのカウンセリングの基礎基本を理解し、カウンセ
リングの基本的態度について学ぶことを目標とする。

原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）

インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 1,200人
令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506086号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】教師のためのカウンセリ
ング講座

カウンセリングを学ぶことは、いじめ・不登校への対応だけ
でなく、子どもたちとかかわる毎日の学校生活において、と
ても大きな支えになる。本講習では、学校現場で教師が活
用するためのカウンセリングの基礎基本を理解し、カウンセ
リングの基本的態度について学ぶことを目標とする。

原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）

インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 300人
令和2年11月9日～

令和3年1月8日

令02-
30186-
506087号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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令和２年度(第２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

玉川大学
【選択】教員のICT活用と教育の
情報化の実際

高度情報化社会となった現代社会の中では、パソコンやス
マートフォンに代表される各種ICT（情報通信技術）をより良
く活用する能力は、必要不可欠なものとなっている。教育現
場でも電子黒板やタブレット端末の活用など、教育の情報
化の推進が求められている。本講習では、教員が注意すべ
きICT活用の方法について講義し、これからの情報教育に
必要とされてくる要素について話し、また、ICTを利用した新
たな教育実践事例等について紹介をする。

照屋　さゆり（リベラルアーツ学部教授）
近藤　昭一（神奈川大学　人間科学部特任教
授）

インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 400人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506088号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】教員のICT活用と教育の
情報化の実際

高度情報化社会となった現代社会の中では、パソコンやス
マートフォンに代表される各種ICT（情報通信技術）をより良
く活用する能力は、必要不可欠なものとなっている。教育現
場でも電子黒板やタブレット端末の活用など、教育の情報
化の推進が求められている。本講習では、教員が注意すべ
きICT活用の方法について講義し、これからの情報教育に
必要とされてくる要素について話し、また、ICTを利用した新
たな教育実践事例等について紹介をする。

照屋　さゆり（リベラルアーツ学部教授）
近藤　昭一（神奈川大学　人間科学部特任教
授）

インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 1,500人
令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506089号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】教員のICT活用と教育の
情報化の実際

高度情報化社会となった現代社会の中では、パソコンやス
マートフォンに代表される各種ICT（情報通信技術）をより良
く活用する能力は、必要不可欠なものとなっている。教育現
場でも電子黒板やタブレット端末の活用など、教育の情報
化の推進が求められている。本講習では、教員が注意すべ
きICT活用の方法について講義し、これからの情報教育に
必要とされてくる要素について話し、また、ICTを利用した新
たな教育実践事例等について紹介をする。

照屋　さゆり（リベラルアーツ学部教授）
近藤　昭一（神奈川大学　人間科学部特任教
授）

インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 1,200人
令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506090号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】教員のICT活用と教育の
情報化の実際

高度情報化社会となった現代社会の中では、パソコンやス
マートフォンに代表される各種ICT（情報通信技術）をより良
く活用する能力は、必要不可欠なものとなっている。教育現
場でも電子黒板やタブレット端末の活用など、教育の情報
化の推進が求められている。本講習では、教員が注意すべ
きICT活用の方法について講義し、これからの情報教育に
必要とされてくる要素について話し、また、ICTを利用した新
たな教育実践事例等について紹介をする。

照屋　さゆり（リベラルアーツ学部教授）
近藤　昭一（神奈川大学　人間科学部特任教
授）

インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 300人
令和2年11月9日～

令和3年1月8日

令02-
30186-
506091号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】授業に活かすプレゼン
テーション

授業は広義でのプレゼンテーションとして捉えられます。そ
こで「ティーチング」「コーチング」「問題提起」といった目的を
明確に持つ必要があります。その目的を達成する効果的な
プレゼンテーションを行うための心構えと技術について学習
します。特にプレゼンテーションのツールとして広く使われて
いるパワーポイントを利用して、効果的なシートを作るポイン
トを学びます。

城田　比佐子（ＮＰＯ法人国際社会貢献センター　
活動会員）

インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭 全教諭 6,000円 400人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506092号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】授業に活かすプレゼン
テーション

授業は広義でのプレゼンテーションとして捉えられます。そ
こで「ティーチング」「コーチング」「問題提起」といった目的を
明確に持つ必要があります。その目的を達成する効果的な
プレゼンテーションを行うための心構えと技術について学習
します。特にプレゼンテーションのツールとして広く使われて
いるパワーポイントを利用して、効果的なシートを作るポイン
トを学びます。

城田　比佐子（ＮＰＯ法人国際社会貢献センター　
活動会員）

インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭 全教諭 6,000円 1,500人
令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506093号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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令和２年度(第２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

玉川大学
【選択】授業に活かすプレゼン
テーション

授業は広義でのプレゼンテーションとして捉えられます。そ
こで「ティーチング」「コーチング」「問題提起」といった目的を
明確に持つ必要があります。その目的を達成する効果的な
プレゼンテーションを行うための心構えと技術について学習
します。特にプレゼンテーションのツールとして広く使われて
いるパワーポイントを利用して、効果的なシートを作るポイン
トを学びます。

城田　比佐子（ＮＰＯ法人国際社会貢献センター　
活動会員）

インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭 全教諭 6,000円 1,200人
令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506094号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】授業に活かすプレゼン
テーション

授業は広義でのプレゼンテーションとして捉えられます。そ
こで「ティーチング」「コーチング」「問題提起」といった目的を
明確に持つ必要があります。その目的を達成する効果的な
プレゼンテーションを行うための心構えと技術について学習
します。特にプレゼンテーションのツールとして広く使われて
いるパワーポイントを利用して、効果的なシートを作るポイン
トを学びます。

城田　比佐子（ＮＰＯ法人国際社会貢献センター　
活動会員）

インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭 全教諭 6,000円 300人
令和2年11月9日～

令和3年1月8日

令02-
30186-
506095号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】小学校英語教育の方向
性と授業開発

新学習指導要領改訂を踏まえた、児童・生徒のコミュニケー
ション能力を育む小学校英語の方向性と、具体的なカリキュ
ラム開発、授業開発について、実践を踏まえた講習を行う。
また、こどもが母語を獲得する過程について得られた研究
の知見から、母語と外国語を習得する過程の共通点につい
て、指導法や教材について具体的に学ぶ。さらに、クラス
ルームイングリッシュを交えた教科横断型の英語を意識した
各授業活動、小中一貫教育をも視野にいれた指導法や教
材のヒントを学ぶ。

佐藤　久美子（教育学研究科教授） インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭
幼・小・中学校教

諭
6,000円 400人

令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506096号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】小学校英語教育の方向
性と授業開発

新学習指導要領改訂を踏まえた、児童・生徒のコミュニケー
ション能力を育む小学校英語の方向性と、具体的なカリキュ
ラム開発、授業開発について、実践を踏まえた講習を行う。
また、こどもが母語を獲得する過程について得られた研究
の知見から、母語と外国語を習得する過程の共通点につい
て、指導法や教材について具体的に学ぶ。さらに、クラス
ルームイングリッシュを交えた教科横断型の英語を意識した
各授業活動、小中一貫教育をも視野にいれた指導法や教
材のヒントを学ぶ。

佐藤　久美子（教育学研究科教授） インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭
幼・小・中学校教

諭
6,000円 1,500人

令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506097号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】小学校英語教育の方向
性と授業開発

新学習指導要領改訂を踏まえた、児童・生徒のコミュニケー
ション能力を育む小学校英語の方向性と、具体的なカリキュ
ラム開発、授業開発について、実践を踏まえた講習を行う。
また、こどもが母語を獲得する過程について得られた研究
の知見から、母語と外国語を習得する過程の共通点につい
て、指導法や教材について具体的に学ぶ。さらに、クラス
ルームイングリッシュを交えた教科横断型の英語を意識した
各授業活動、小中一貫教育をも視野にいれた指導法や教
材のヒントを学ぶ。

佐藤　久美子（教育学研究科教授） インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭
幼・小・中学校教

諭
6,000円 1,200人

令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506098号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】小学校英語教育の方向
性と授業開発

新学習指導要領改訂を踏まえた、児童・生徒のコミュニケー
ション能力を育む小学校英語の方向性と、具体的なカリキュ
ラム開発、授業開発について、実践を踏まえた講習を行う。
また、こどもが母語を獲得する過程について得られた研究
の知見から、母語と外国語を習得する過程の共通点につい
て、指導法や教材について具体的に学ぶ。さらに、クラス
ルームイングリッシュを交えた教科横断型の英語を意識した
各授業活動、小中一貫教育をも視野にいれた指導法や教
材のヒントを学ぶ。

佐藤　久美子（教育学研究科教授） インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭
幼・小・中学校教

諭
6,000円 300人

令和2年11月9日～
令和3年1月8日

令02-
30186-
506099号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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令和２年度(第２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

玉川大学 【選択】幼稚園教諭のためのICT

現在、コンピュータを中心とする情報メディア無くして生活す
ることはできなくなっている。このような情報社会において、
幼稚園教諭が、ICTをどのように理解し、どのように活用して
いくことができるのか、さらに、その時知っておかなければな
らないこととは何かを、「コンピュータとは何か」「情報を活用
する」「教育で利用する」という3つ視点からやさしく解説す
る。

村上　優（大阪芸術大学短期大学部　教授） インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 400人

令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506100号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学 【選択】幼稚園教諭のためのICT

現在、コンピュータを中心とする情報メディア無くして生活す
ることはできなくなっている。このような情報社会において、
幼稚園教諭が、ICTをどのように理解し、どのように活用して
いくことができるのか、さらに、その時知っておかなければな
らないこととは何かを、「コンピュータとは何か」「情報を活用
する」「教育で利用する」という3つ視点からやさしく解説す
る。

村上　優（大阪芸術大学短期大学部　教授） インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 1,500人

令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506101号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学 【選択】幼稚園教諭のためのICT

現在、コンピュータを中心とする情報メディア無くして生活す
ることはできなくなっている。このような情報社会において、
幼稚園教諭が、ICTをどのように理解し、どのように活用して
いくことができるのか、さらに、その時知っておかなければな
らないこととは何かを、「コンピュータとは何か」「情報を活用
する」「教育で利用する」という3つ視点からやさしく解説す
る。

村上　優（大阪芸術大学短期大学部　教授） インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 1,200人

令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506102号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学 【選択】幼稚園教諭のためのICT

現在、コンピュータを中心とする情報メディア無くして生活す
ることはできなくなっている。このような情報社会において、
幼稚園教諭が、ICTをどのように理解し、どのように活用して
いくことができるのか、さらに、その時知っておかなければな
らないこととは何かを、「コンピュータとは何か」「情報を活用
する」「教育で利用する」という3つ視点からやさしく解説す
る。

村上　優（大阪芸術大学短期大学部　教授） インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 300人

令和2年11月9日～
令和3年1月8日

令02-
30186-
506103号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】あそびと仲間関係の発達
から保育を見つめ直す

あそびや仲間関係の経験は、子どもにどのような発達をも
たらすのであろうか。ここでは、子どもの自己の発達に焦点
を当て、あそびや仲間関係の経験が自己の発達にどのよう
な影響を与えるのかについて考察していく。そして、子ども
の自己の発達の様相に基づき、保育を再考していく。

須河内　貢（大阪人間科学大学　人間科学学部
子ども保育学科教授）

インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 400人

令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506104号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】あそびと仲間関係の発達
から保育を見つめ直す

あそびや仲間関係の経験は、子どもにどのような発達をも
たらすのであろうか。ここでは、子どもの自己の発達に焦点
を当て、あそびや仲間関係の経験が自己の発達にどのよう
な影響を与えるのかについて考察していく。そして、子ども
の自己の発達の様相に基づき、保育を再考していく。

須河内　貢（大阪人間科学大学　人間科学学部
子ども保育学科教授）

インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 1,500人

令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506105号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】あそびと仲間関係の発達
から保育を見つめ直す

あそびや仲間関係の経験は、子どもにどのような発達をも
たらすのであろうか。ここでは、子どもの自己の発達に焦点
を当て、あそびや仲間関係の経験が自己の発達にどのよう
な影響を与えるのかについて考察していく。そして、子ども
の自己の発達の様相に基づき、保育を再考していく。

須河内　貢（大阪人間科学大学　人間科学学部
子ども保育学科教授）

インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 1,200人

令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506106号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】あそびと仲間関係の発達
から保育を見つめ直す

あそびや仲間関係の経験は、子どもにどのような発達をも
たらすのであろうか。ここでは、子どもの自己の発達に焦点
を当て、あそびや仲間関係の経験が自己の発達にどのよう
な影響を与えるのかについて考察していく。そして、子ども
の自己の発達の様相に基づき、保育を再考していく。

須河内　貢（大阪人間科学大学　人間科学学部
子ども保育学科教授）

インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 300人

令和2年11月9日～
令和3年1月8日

令02-
30186-
506107号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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令和２年度(第２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

玉川大学
【選択】保育に役立つ表現のいろ
いろ

保育現場で必要ないろいろな表現に関して幅を拡げ、保育
現場や生活発表会などで使える身体表現やセリフ、音楽を
使った表現などを紹介していきます。子どもたちから大人ま
で活用できる表現法を具体的に学んでいきます。

油井　宏隆（大阪城南女子短期大学　教授） インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 400人

令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506108号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】保育に役立つ表現のいろ
いろ

保育現場で必要ないろいろな表現に関して幅を拡げ、保育
現場や生活発表会などで使える身体表現やセリフ、音楽を
使った表現などを紹介していきます。子どもたちから大人ま
で活用できる表現法を具体的に学んでいきます。

油井　宏隆（大阪城南女子短期大学　教授） インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 1,500人

令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506109号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】保育に役立つ表現のいろ
いろ

保育現場で必要ないろいろな表現に関して幅を拡げ、保育
現場や生活発表会などで使える身体表現やセリフ、音楽を
使った表現などを紹介していきます。子どもたちから大人ま
で活用できる表現法を具体的に学んでいきます。

油井　宏隆（大阪城南女子短期大学　教授） インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 1,200人

令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506110号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】保育に役立つ表現のいろ
いろ

保育現場で必要ないろいろな表現に関して幅を拡げ、保育
現場や生活発表会などで使える身体表現やセリフ、音楽を
使った表現などを紹介していきます。子どもたちから大人ま
で活用できる表現法を具体的に学んでいきます。

油井　宏隆（大阪城南女子短期大学　教授） インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 300人

令和2年11月9日～
令和3年1月8日

令02-
30186-
506111号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】学校での問題行動への予
防と対処

米国の学校においては、生徒指導の枠組みとして、カウン
セリングやTET（教師学）、ゼロトレランスなどが用いられて
きた。しかし、最近になって、PBIS（ポジティブな行動サポー
ト）と呼ばれる予防的な取り組みが行われるようになってき
た。実際PBISを導入することで、行動面、学力面ともに、好
ましい成果が報告されている。本講習では、これら米国の生
徒指導の理論と実践を紹介するとともに、日本の学校での
「不登校激減法」やいじめ対策などの具体的な実践につい
ても考察している。

宇田　光（南山大学　教授）
市川　千秋（京都大学　特任教授）

インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭
養護教

諭

小・中・高等学校
教諭及び特別支
援学校教諭、養

護教諭

6,000円 400人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506112号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】学校での問題行動への予
防と対処

米国の学校においては、生徒指導の枠組みとして、カウン
セリングやTET（教師学）、ゼロトレランスなどが用いられて
きた。しかし、最近になって、PBIS（ポジティブな行動サポー
ト）と呼ばれる予防的な取り組みが行われるようになってき
た。実際PBISを導入することで、行動面、学力面ともに、好
ましい成果が報告されている。本講習では、これら米国の生
徒指導の理論と実践を紹介するとともに、日本の学校での
「不登校激減法」やいじめ対策などの具体的な実践につい
ても考察している。

宇田　光（南山大学　教授）
市川　千秋（京都大学　特任教授）

インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭
養護教

諭

小・中・高等学校
教諭及び特別支
援学校教諭、養

護教諭

6,000円 1,500人
令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506113号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】学校での問題行動への予
防と対処

米国の学校においては、生徒指導の枠組みとして、カウン
セリングやTET（教師学）、ゼロトレランスなどが用いられて
きた。しかし、最近になって、PBIS（ポジティブな行動サポー
ト）と呼ばれる予防的な取り組みが行われるようになってき
た。実際PBISを導入することで、行動面、学力面ともに、好
ましい成果が報告されている。本講習では、これら米国の生
徒指導の理論と実践を紹介するとともに、日本の学校での
「不登校激減法」やいじめ対策などの具体的な実践につい
ても考察している。

宇田　光（南山大学　教授）
市川　千秋（京都大学　特任教授）

インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭
養護教

諭

小・中・高等学校
教諭及び特別支
援学校教諭、養

護教諭

6,000円 1,200人
令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506114号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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令和２年度(第２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

玉川大学
【選択】学校での問題行動への予
防と対処

米国の学校においては、生徒指導の枠組みとして、カウン
セリングやTET（教師学）、ゼロトレランスなどが用いられて
きた。しかし、最近になって、PBIS（ポジティブな行動サポー
ト）と呼ばれる予防的な取り組みが行われるようになってき
た。実際PBISを導入することで、行動面、学力面ともに、好
ましい成果が報告されている。本講習では、これら米国の生
徒指導の理論と実践を紹介するとともに、日本の学校での
「不登校激減法」やいじめ対策などの具体的な実践につい
ても考察している。

宇田　光（南山大学　教授）
市川　千秋（京都大学　特任教授）

インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭
養護教

諭

小・中・高等学校
教諭及び特別支
援学校教諭、養

護教諭

6,000円 300人
令和2年11月9日～

令和3年1月8日

令02-
30186-
506115号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】外国人児童・生徒の理解
と指導 -日本語指導を中心に-

1990年の出入国管理及び難民認定法改定以降増加してい
る、海外から日本に居住するようになった外国人（日系人を
含む）の子どもたちが、日本の学校において直面する課題と
して、日本語の会話・読解・記述能力の低さによって学習や
進学等に不都合や不利益が生じていることがある。講習で
は、そうした状況や課題について理解を深めることおよびそ
の対応の心構え、また、日本語指導の具体的な指導方法と
注意点などについて解説する。

田中　泉（広島経済大学　教授）
船戸　はるな（リベラルアーツ学科助教）

インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭
小・中・高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 400人

令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506116号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】外国人児童・生徒の理解
と指導 -日本語指導を中心に-

1990年の出入国管理及び難民認定法改定以降増加してい
る、海外から日本に居住するようになった外国人（日系人を
含む）の子どもたちが、日本の学校において直面する課題と
して、日本語の会話・読解・記述能力の低さによって学習や
進学等に不都合や不利益が生じていることがある。講習で
は、そうした状況や課題について理解を深めることおよびそ
の対応の心構え、また、日本語指導の具体的な指導方法と
注意点などについて解説する。

田中　泉（広島経済大学　教授）
船戸　はるな（リベラルアーツ学科助教）

インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭
小・中・高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 1,500人

令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506117号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】外国人児童・生徒の理解
と指導 -日本語指導を中心に-

1990年の出入国管理及び難民認定法改定以降増加してい
る、海外から日本に居住するようになった外国人（日系人を
含む）の子どもたちが、日本の学校において直面する課題と
して、日本語の会話・読解・記述能力の低さによって学習や
進学等に不都合や不利益が生じていることがある。講習で
は、そうした状況や課題について理解を深めることおよびそ
の対応の心構え、また、日本語指導の具体的な指導方法と
注意点などについて解説する。

田中　泉（広島経済大学　教授）
船戸　はるな（リベラルアーツ学科助教）

インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭
小・中・高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 1,200人

令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506118号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】外国人児童・生徒の理解
と指導 -日本語指導を中心に-

1990年の出入国管理及び難民認定法改定以降増加してい
る、海外から日本に居住するようになった外国人（日系人を
含む）の子どもたちが、日本の学校において直面する課題と
して、日本語の会話・読解・記述能力の低さによって学習や
進学等に不都合や不利益が生じていることがある。講習で
は、そうした状況や課題について理解を深めることおよびそ
の対応の心構え、また、日本語指導の具体的な指導方法と
注意点などについて解説する。

田中　泉（広島経済大学　教授）
船戸　はるな（リベラルアーツ学科助教）

インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭
小・中・高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 300人

令和2年11月9日～
令和3年1月8日

令02-
30186-
506119号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】社会科・地歴科（歴史）に
おける「深い学び」のための指導

歴史教育は、近年大きく変わっています。知識注入型から
自己考察型、児童・生徒の受動型学習から能動型学習への
変化です。テーマにありますように、児童・生徒に能動型の
学習を実施するための方法を考えます。また、歴史の基礎
を踏まえつつ指導要領の改訂のことから最新の歴史学、考
古学等の情報を先生方にお伝えします。

木村　清治（東京薬科大学　生命科学部教職課
程非常勤講師）
蒲生　眞紗雄（日比谷図書文化館古文書塾てら
こや　講師）

インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭

小・中学校社会
科教諭、高等学
校地理歴史科教
諭、特別支援学

校教諭

6,000円 400人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506120号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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令和２年度(第２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

玉川大学
【選択】社会科・地歴科（歴史）に
おける「深い学び」のための指導

歴史教育は、近年大きく変わっています。知識注入型から
自己考察型、児童・生徒の受動型学習から能動型学習への
変化です。テーマにありますように、児童・生徒に能動型の
学習を実施するための方法を考えます。また、歴史の基礎
を踏まえつつ指導要領の改訂のことから最新の歴史学、考
古学等の情報を先生方にお伝えします。

木村　清治（東京薬科大学　生命科学部教職課
程非常勤講師）
蒲生　眞紗雄（日比谷図書文化館古文書塾てら
こや　講師）

インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭

小・中学校社会
科教諭、高等学
校地理歴史科教
諭、特別支援学

校教諭

6,000円 1,500人
令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506121号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】社会科・地歴科（歴史）に
おける「深い学び」のための指導

歴史教育は、近年大きく変わっています。知識注入型から
自己考察型、児童・生徒の受動型学習から能動型学習への
変化です。テーマにありますように、児童・生徒に能動型の
学習を実施するための方法を考えます。また、歴史の基礎
を踏まえつつ指導要領の改訂のことから最新の歴史学、考
古学等の情報を先生方にお伝えします。

木村　清治（東京薬科大学　生命科学部教職課
程非常勤講師）
蒲生　眞紗雄（日比谷図書文化館古文書塾てら
こや　講師）

インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭

小・中学校社会
科教諭、高等学
校地理歴史科教
諭、特別支援学

校教諭

6,000円 1,200人
令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506122号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】社会科・地歴科（歴史）に
おける「深い学び」のための指導

歴史教育は、近年大きく変わっています。知識注入型から
自己考察型、児童・生徒の受動型学習から能動型学習への
変化です。テーマにありますように、児童・生徒に能動型の
学習を実施するための方法を考えます。また、歴史の基礎
を踏まえつつ指導要領の改訂のことから最新の歴史学、考
古学等の情報を先生方にお伝えします。

木村　清治（東京薬科大学　生命科学部教職課
程非常勤講師）
蒲生　眞紗雄（日比谷図書文化館古文書塾てら
こや　講師）

インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭

小・中学校社会
科教諭、高等学
校地理歴史科教
諭、特別支援学

校教諭

6,000円 300人
令和2年11月9日～

令和3年1月8日

令02-
30186-
506123号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】健康な身体づくりのため
の運動指導-児童生徒の発育・
発達をもとに-

小、中、高生の発育・発達を理解し、体育科、保健体育科、
部活等を通し、より健康的な身体づくりのための運動指導が
できることを目標とします。発育・発達を「方向性」、「速度の
多様性」から考えます。そして身体運動を「分化」、「統合」と
いう側面で理解します。これらを活用した効果的な運動指導
を考察します。保健領域、保健分野についても簡単に触れ
ています。

高島　二郎（教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭
小・中・高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 400人

令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506124号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】健康な身体づくりのため
の運動指導-児童生徒の発育・
発達をもとに-

小、中、高生の発育・発達を理解し、体育科、保健体育科、
部活等を通し、より健康的な身体づくりのための運動指導が
できることを目標とします。発育・発達を「方向性」、「速度の
多様性」から考えます。そして身体運動を「分化」、「統合」と
いう側面で理解します。これらを活用した効果的な運動指導
を考察します。保健領域、保健分野についても簡単に触れ
ています。

高島　二郎（教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭
小・中・高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 1,500人

令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506125号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】健康な身体づくりのため
の運動指導-児童生徒の発育・
発達をもとに-

小、中、高生の発育・発達を理解し、体育科、保健体育科、
部活等を通し、より健康的な身体づくりのための運動指導が
できることを目標とします。発育・発達を「方向性」、「速度の
多様性」から考えます。そして身体運動を「分化」、「統合」と
いう側面で理解します。これらを活用した効果的な運動指導
を考察します。保健領域、保健分野についても簡単に触れ
ています。

高島　二郎（教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭
小・中・高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 1,200人

令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506126号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】健康な身体づくりのため
の運動指導-児童生徒の発育・
発達をもとに-

小、中、高生の発育・発達を理解し、体育科、保健体育科、
部活等を通し、より健康的な身体づくりのための運動指導が
できることを目標とします。発育・発達を「方向性」、「速度の
多様性」から考えます。そして身体運動を「分化」、「統合」と
いう側面で理解します。これらを活用した効果的な運動指導
を考察します。保健領域、保健分野についても簡単に触れ
ています。

高島　二郎（教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭
小・中・高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 300人

令和2年11月9日～
令和3年1月8日

令02-
30186-
506127号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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令和２年度(第２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

玉川大学
【選択】学校組織力・授業力を高
めるカリキュラム・マネジメント

小・中・高等学校の新学習指導要領の総則では、各学級が
学習指導要領に基づき、どのような学習課程を編成し、どの
ようにそれを実施・評価し、改善していくのかというカリキュラ
ム・マネジメントの確立が求められている。そこで、カリキュラ
ム・マネジメントの概念と全体構造の視点、カリキュラムデザ
イン、教科横断的な視点によるカリキュラム編成のあり方、
カリキュラム・マネジメントにおける条件整備（組織文化）の
影響、校内・外研修のあり方等について具体的なケースを
踏まえて捉えることにする。

八尾坂　修（開智国際大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

教諭
小・中・高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 400人

令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506128号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】学校組織力・授業力を高
めるカリキュラム・マネジメント

小・中・高等学校の新学習指導要領の総則では、各学級が
学習指導要領に基づき、どのような学習課程を編成し、どの
ようにそれを実施・評価し、改善していくのかというカリキュラ
ム・マネジメントの確立が求められている。そこで、カリキュラ
ム・マネジメントの概念と全体構造の視点、カリキュラムデザ
イン、教科横断的な視点によるカリキュラム編成のあり方、
カリキュラム・マネジメントにおける条件整備（組織文化）の
影響、校内・外研修のあり方等について具体的なケースを
踏まえて捉えることにする。

八尾坂　修（開智国際大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

教諭
小・中・高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 1,500人

令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506129号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】学校組織力・授業力を高
めるカリキュラム・マネジメント

小・中・高等学校の新学習指導要領の総則では、各学級が
学習指導要領に基づき、どのような学習課程を編成し、どの
ようにそれを実施・評価し、改善していくのかというカリキュラ
ム・マネジメントの確立が求められている。そこで、カリキュラ
ム・マネジメントの概念と全体構造の視点、カリキュラムデザ
イン、教科横断的な視点によるカリキュラム編成のあり方、
カリキュラム・マネジメントにおける条件整備（組織文化）の
影響、校内・外研修のあり方等について具体的なケースを
踏まえて捉えることにする。

八尾坂　修（開智国際大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

教諭
小・中・高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 1,200人

令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506130号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】学校組織力・授業力を高
めるカリキュラム・マネジメント

小・中・高等学校の新学習指導要領の総則では、各学級が
学習指導要領に基づき、どのような学習課程を編成し、どの
ようにそれを実施・評価し、改善していくのかというカリキュラ
ム・マネジメントの確立が求められている。そこで、カリキュラ
ム・マネジメントの概念と全体構造の視点、カリキュラムデザ
イン、教科横断的な視点によるカリキュラム編成のあり方、
カリキュラム・マネジメントにおける条件整備（組織文化）の
影響、校内・外研修のあり方等について具体的なケースを
踏まえて捉えることにする。

八尾坂　修（開智国際大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

教諭
小・中・高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 300人

令和2年11月9日～
令和3年1月8日

令02-
30186-
506131号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】人間の脳の働きを理解し
た教え方ー人間理解から教育へ

人間の認知機能、学習、行動決定、社会性などの仕組みつ
いて、脳科学知見から理解し、科学的な解釈ができるように
なることで、授業を受ける児童・生徒が授業をどのように受
け取り、理解しているかを知ることが可能となり、教員が授
業をする際に児童・生徒の理解力を高めるためにどのよう
に工夫すればよいかをより客観的に考えることができるよう
になることを目指す。

高岸　治人（脳科学研究所 准教授）
酒井　裕（脳科学研究所 教授）
松田　哲也（脳科学研究所 教授）
松元　健二（脳科学研究所 教授 ・応用脳科学
研究センター 主任）
鮫島　和行（脳科学研究所 教授）
小松　英彦（脳科学研究所所長・教授）
小口　峰樹（脳科学研究所脳科学研究センター
特任助教）

インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6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 400人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
506132号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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令和２年度(第２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

玉川大学
【選択】人間の脳の働きを理解し
た教え方ー人間理解から教育へ

人間の認知機能、学習、行動決定、社会性などの仕組みつ
いて、脳科学知見から理解し、科学的な解釈ができるように
なることで、授業を受ける児童・生徒が授業をどのように受
け取り、理解しているかを知ることが可能となり、教員が授
業をする際に児童・生徒の理解力を高めるためにどのよう
に工夫すればよいかをより客観的に考えることができるよう
になることを目指す。

高岸　治人（脳科学研究所 准教授）
酒井　裕（脳科学研究所 教授）
松田　哲也（脳科学研究所 教授）
松元　健二（脳科学研究所 教授 ・応用脳科学
研究センター 主任）
鮫島　和行（脳科学研究所 教授）
小松　英彦（脳科学研究所所長・教授）
小口　峰樹（脳科学研究所脳科学研究センター
特任助教）

インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16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 1,500人
令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
506133号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】人間の脳の働きを理解し
た教え方ー人間理解から教育へ

人間の認知機能、学習、行動決定、社会性などの仕組みつ
いて、脳科学知見から理解し、科学的な解釈ができるように
なることで、授業を受ける児童・生徒が授業をどのように受
け取り、理解しているかを知ることが可能となり、教員が授
業をする際に児童・生徒の理解力を高めるためにどのよう
に工夫すればよいかをより客観的に考えることができるよう
になることを目指す。

高岸　治人（脳科学研究所 准教授）
酒井　裕（脳科学研究所 教授）
松田　哲也（脳科学研究所 教授）
松元　健二（脳科学研究所 教授 ・応用脳科学
研究センター 主任）
鮫島　和行（脳科学研究所 教授）
小松　英彦（脳科学研究所所長・教授）
小口　峰樹（脳科学研究所脳科学研究センター
特任助教）

インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29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 1,200人
令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
506134号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】人間の脳の働きを理解し
た教え方ー人間理解から教育へ

人間の認知機能、学習、行動決定、社会性などの仕組みつ
いて、脳科学知見から理解し、科学的な解釈ができるように
なることで、授業を受ける児童・生徒が授業をどのように受
け取り、理解しているかを知ることが可能となり、教員が授
業をする際に児童・生徒の理解力を高めるためにどのよう
に工夫すればよいかをより客観的に考えることができるよう
になることを目指す。

高岸　治人（脳科学研究所 准教授）
酒井　裕（脳科学研究所 教授）
松田　哲也（脳科学研究所 教授）
松元　健二（脳科学研究所 教授 ・応用脳科学
研究センター 主任）
鮫島　和行（脳科学研究所 教授）
小松　英彦（脳科学研究所所長・教授）
小口　峰樹（脳科学研究所脳科学研究センター
特任助教）

インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2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 300人
令和2年11月9日～

令和3年1月8日

令02-
30186-
506135号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

多摩美術大学
【選択】美術科教育の今日性につ
いて

美術科教育の内容の充実化と現代化を図るための方法論
を総合的な活動と講義によって教授する。具体的には表現
領域の「ファインアート系」と「デザイン・クラフト系」、「平面」
と「立体」の要素を勘案しながら、制作体験や演習を通して
教材開発の視点を明らかにしたい。
さらに鑑賞領域の教材の在り方や指導したい事柄について
解説する。また、実践研究の一端を紹介し講習全体を通し
て、教育内容の今日的な展開についての理解を深めること
を目的とする。

丸山　浩司（美術学部 教授）
中村　一哉（玉川大学　非常勤講師）
原　美湖（横浜美術大学　教職課程研究室　助
教）
太田　隆明（福島県立いわき総合高等学校　教
頭）
金巻　芳俊（美術学部 非常勤講師）

東京都八王子
市

18時間
令和2年7月29日～
令和2年7月31日

教諭

現職の高等学校
（美術・工芸）、中
学校（美術）教諭
優先。小学校（図

工）も可。

25,000円 30人
令和2年4月13日～
令和2年4月20日

令02-
30187-
506057号

042-679-5629　
(内線： 4453)

http://www.tamabi.ac.jp
/kyoumu/koushinkousy
uu/

帝京大学
【選択】工業科教育と理科教育に
役立つ工学実験

講習1日目に以下の実験を行い、レポートを作成し提出す
る。
講習2日目に実験内容のパワーポイントを作成し、実験内容
のプレゼンテーションをおこなう。
放射線の観察および計測
実験を体験し、実験の基本原理を理解する力、結果をとりま
とめる力、発表する力を高めることができる。

橋本　敬三（理工学部教授）
栃木県宇都宮
市

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭

中学校教諭・高
等学校教諭（技
術科,工業科,理

科） 向け

12,000円 4人
令和2年3月16日～
令和2年6月19日

令02-
30190-
506144号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

帝京大学
【選択】教育現場におけるスポー
ツ科学の活用法

スポーツの現場では，競技者の運動能力改善のために、選
手を評価・診断した上で、トレーニング計画を作成し、スポー
ツパフォーマンス向上にむけた現場介入を行っていく。本講
座では，走・跳・投といった選手の基礎的運動能力に焦点を
絞って，スポーツバイオメカニクス（体力学）的手法を用いた
選手の運動能力評価法について実戦形式で学ぶ。

藤井　宏明（医療技術学部講師）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月1日 教諭

中学校教諭・高
等学校教諭（ス

ポーツ指導者）向
け　原則として、
初心者が望まし

い。

8,000円 10人
令和2年3月16日～
令和2年6月19日

令02-
30190-
506145号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html
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令和２年度(第２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

帝京大学 【選択】植物ホルモンと遺伝子

植物ホルモンの機能について、最新の植物科学の知見も紹
介しながら講義を行います。また、植物科学分野での応用
例を中心にして、ゲノム編集などのバイオテクノロジーにつ
いても講義を行います。また、植物ホルモン関連変異体の
形態の観察やPCRを用いたイネの遺伝子タイピングについ
て実習を行います。

朝比奈　雅志（理工学部准教授）
宮本　皓司（理工学部講師）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校教諭、中
学校および高等
学校の理科担当

教諭

6,000円 10人
令和2年3月16日～
令和2年6月19日

令02-
30190-
506146号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

帝京大学
【選択】キャリア教育の基礎を学
ぶ

本講習は、キャリア教育の意義について学ぶという基礎的
な内容である。具体的には、中学校・高等学校におけるキャ
リア教育・進路指導の現状での問題点を話し合う。また、社
会で求められる人材像をふまえて、新学習指導要領におけ
るキャリア教育の目標やその有効性についての理解を深
め、今後のキャリア教育・進路指導に役立てることを目的と
する。この講習はグループディスカッション形式で行う。

横山　明子（理工学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 40人

令和2年3月16日～
令和2年6月19日

令02-
30190-
506147号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

帝京大学 【選択】整数論と暗号

本講習では、公開鍵暗号のひとつであるＲＳＡ暗号の仕組
みを理解するために必要な整数についての知識を整理した
後に、ＲＳＡ暗号の仕組みを学びます。さらに、電卓を用い
てできる範囲で、ＲＳＡ暗号の暗号化と復号を行い、理解を
深めます。
高等学校数学科に設けられている「整数の性質」について
発展的に学び、より高いレベルから授業を実施できるような
知識を身に付けることを目標とします。

渡辺　隆治（理工学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学

校教諭（数学、情
報）向け

6,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年6月19日

令02-
30190-
506148号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

帝京大学
【選択】『主体的・対話的で深い学
び』を「ＮＩＥ（教育に新聞を）」と
「学際的学習」を通して体感する

新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」が掲げら
れました。本講座では、「まわしよみ新聞」「えんたくんダイア
ローグ」を通して、主体的で対話的な学びを体感いたしま
す。また、深い学びを共に考える材料として、講師自身が中
等教育学校時代に深い学びを希求して実践した「学際的学
習」の一端を紹介いたします。最後に一日の講習を終えて
の感想を新聞投稿形式にまとめ提出していただきます。

古家　正暢（経済学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年6月19日

令02-
30190-
506149号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

帝京大学
【選択】３次元CAD/CAMによるも
のづくりと設計

ものづくりは製品設計、加工、組立、検査の過程を経ます
が、生産効率を図るためには、最初の段階の設計データを
有効に活用する必要があります。このためCAD/CAM技術
が発展してきましたが、近年になってCADモデリングの３次
元化が容易になり、ものづくりの各過程がより高度化されて
きました。講習では、ものづくりの概要、CAMデータの作成な
どについて講義します。なお、筆記試験により理解度を評価
します。

頃安　貞利（理工学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月24日 教諭
高等学校教諭
（工業科、情報

科）向け
10,000円 4人

令和2年3月16日～
令和2年6月19日

令02-
30190-
506150号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

東京未来大学
【選択】教育現場におけるモチ
ベーション・対人コミュニケーショ
ンの理解と促進

モチベーションの理解を通じて、学ぶ意欲、働く意欲を考え
る。さらに、学校現場での日頃のコミュニケーション（教員-
生徒、教員-保護者、教員間）について、社会心理学、組織
心理学の視点から、振り返りの手がかりを得る。理論と実習
を通じて、モチベーションの促進と円滑な対人コミュニケー
ションの形成に役立つスキルについて学ぶ。

磯　友輝子（モチベーション行動科学部准教授）
日向野　智子（こども心理学部准教授）

東京都足立区 6時間 令和2年6月14日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高校
教諭、養護教諭

7,000円 120人
令和2年3月18日～
令和2年5月20日

令02-
30215-
506239号

03-5813-2530
http://license.tokyomir
ai.ac.jp/

東京未来大学 【選択】発達障害の理解と支援

①障害及び発達障害の概念を整理し，各発達障害の診断
基準，心理学的特徴，それらに配慮した保育や教育の在り
方に関して，保護者の思いや実際の指導例なども交えなが
ら，具体的に概説する。
②発達障害の二次障害としての不登校・ひきこもり等の問
題の実態とその支援について理解を深める。心理的問題に
向き合う心構えだけでなく，環境への介入や調整の方法に
ついても検討をする。

藤本　昌樹（こども心理学部准教授）
須田　誠（こども心理学部教授）

東京都足立区 6時間 令和2年6月20日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高校
教諭、養護教諭

7,000円 120人
令和2年3月18日～
令和2年5月20日

令02-
30215-
506240号

03-5813-2530
http://license.tokyomir
ai.ac.jp/
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東京未来大学
【選択】攻める防犯とひきこもりに
ついて考える

①従来の防犯は、犯罪者の攻撃からいかに子どもを守るか
が基本であったが、攻める防犯では、犯罪者が動機を形成
しても結果的に実行させない、つまり犯罪が起こらない枠組
みをどうやって作るのかを考えていきたい。
②精神医学的な観点から、問題を抱えた子どもや親等に対
する理解と対応の解説を行い、家族問題とひきこもりについ
て考える。

出口　保行（こども心理学部教授(学部長））
春日　武彦（こども心理学部非常勤講師）

東京都足立区 6時間 令和2年6月21日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高校
教諭、養護教諭

7,000円 120人
令和2年3月18日～
令和2年5月20日

令02-
30215-
506241号

03-5813-2530
http://license.tokyomir
ai.ac.jp/

東京理科大学 【選択】数学教育リフレッシュ講座

中学、高校の数学科の先生を対象に「数学の歴史的な流れ
や教材の数学的な背景」、「体験を中心とした新しい数学の
流れ」、「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・発表するなどの体験型講義を行
う。

渡辺　雄貴（教育支援機構教職教育センター准
教授）
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）
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）
清水　克彦（理学部第一部数学科教授）
木田　雅成（理学部第一部数学科教授）
宮島　静雄（理学部第一部数学科非常勤講師）
佐古　彰史（理学部第二部数学科教授）
伊藤　弘道（理学部第二部数学科准教授）
池田　文男（理学部第二部数学科非常勤講師）
根上　誠也（横浜国立大学　理事・副学長、教
授）
秋山　仁（特任副学長）
松本　明（教育支援機構教職教育センター特任
教授）

東京都新宿区 18時間
令和2年7月29日～
令和2年7月31日

教諭
中学校・高等学
校数学教諭向け

23,000円 80人
令和2年5月7日～
令和2年5月15日

令02-
30217-
505807号

03-5228-8717　
(内線： 1681)

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。

興治　文子（教育支援機構教職教育センター准
教授）
川村　康文（理学部第一部物理学科教授）
松田　良一（理学研究科科学教育専攻教授）

東京都新宿区 18時間
令和2年7月29日～
令和2年7月31日

教諭
高等学校理科教
諭（物理）向け

25,850円 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月15日

令02-
30217-
505808号

03-5228-8717　
(内線： 1681)

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。

興治　文子（教育支援機構教職教育センター准
教授）
井上　正之（理学部第一部化学科教授）
松田　良一（理学研究科科学教育専攻教授）

東京都新宿区 18時間
令和2年7月29日～
令和2年7月31日

教諭
高等学校理科教
諭（化学）向け

25,150円 20人
令和2年5月7日～
令和2年5月15日

令02-
30217-
505809号

03-5228-8717　
(内線： 1681)

http://www.tus.ac.jp/
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東京理科大学
【選択】理科授業の達人への道
（高等学校生物）

近年は、生物学の中でもとりわけ遺伝子技術・細胞技術を
中心とした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。

興治　文子（教育支援機構教職教育センター准
教授）
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）
松田　良一（理学研究科科学教育専攻教授）

東京都新宿区 18時間
令和2年7月29日～
令和2年7月31日

教諭
高等学校理科教
諭（生物）向け

33,150円 20人
令和2年5月7日～
令和2年5月15日

令02-
30217-
505810号

03-5228-8717　
(内線： 1681)

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）

現在、学校における地学教育は大きな問題に直面してい
る。高校では地学を専門としない教員による地学の授業が、
中学校等では地学の実習・実験経験のない教員による地学
の授業が行われることが珍しくない。こうした状況を踏まえ、
地学を専門とするかどうかに、また学校種に関わりなく、地
学授業の実施に直接役立つ実験の体験を重視した講習内
容を提供したい。「固体地球」「気象」「天文」の地学３分野全
てを対象として、時間と空間の全領域に対して様々な手法を
駆使する基本的姿勢と、持続可能な成長への貢献や過激
化する気象・活発化する地震火山活動に対する防災に寄与
すべき今日的姿勢の二つに留意して講習内容を用意する。

興治　文子（教育支援機構教職教育センター准
教授）
松下　恭子（理学部第一部物理学科教授）
三浦　和彦（理学部第一部物理学科教授）
関　陽児（理工学部教養教授）
松田　良一（理学研究科科学教育専攻教授）
永野　勝裕（理工学部教養講師）

東京都新宿区 18時間
令和2年7月29日～
令和2年7月31日

教諭
高等学校理科教
諭（地学）向け

22,450円 20人
令和2年5月7日～
令和2年5月15日

令02-
30217-
505811号

03-5228-8717　
(内線： 1681)

http://www.tus.ac.jp/

東京理科大学
【選択】理科授業の達人への道
（中学校理科・小学校理科専科）

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、生徒の探究活動に生かせる教材を検討す
る。

興治　文子（教育支援機構教職教育センター准
教授）
並木　正（教育支援機構教職教育センター特任
教授）
古川　知己（教育支援機構教職教育センター特
任教授）
榎本　成己（理学部第一部教養学科非常勤講
師）
菅井　悟（理学部第一部教養学科非常勤講師）
長谷川　純一（理学部第一部教養学科非常勤
講師）
松原　秀成（理学部第二部教養非常勤講師）
松田　良一（理学研究科科学教育専攻教授）
中村　信雄（教育支援機構教職教育センター特
任教授）

東京都新宿区 18時間
令和2年7月29日～
令和2年7月31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
令和2年5月7日～
令和2年5月15日

令02-
30217-
505812号

03-5228-8717　
(内線： 1681)

http://www.tus.ac.jp/

日本女子体育大
学

【選択】新学習指導要領を踏まえ
た保健体育科における授業づくり
の理論と実践

【共通部分】新学習指導要領を踏まえた良質な保健や体育
の授業づくりについて、実技・講義・演習等の科目を通して
学んでいく。
【選択部分】１日目は「保健体育科の授業に役立つ理論」ま
たは「体つくり運動の指導法」のどちらかを選択して学ぶ。２
日目は「保健体育科の授業に役立つ理論」または「ダンスの
指導法」のどちらかを選択して学ぶ。

高橋　修一（体育学部　教授）
夏井　裕明（体育学部　教授）
都筑　真（体育学部　准教授）
松山　善弘（体育学部　教授）
石川　浩子（体育学部　講師）
髙野　美和子（体育学部　准教授）
宮本　乙女（体育学部　教授）
沢田　真喜子（体育学部　講師）
佐伯　徹郎（体育学部　教授）
沢井　史穂（体育学部　教授）
笹本　重子（体育学部　特任教授）
助友　裕子（体育学部　教授）
須甲　理生（体育学部　准教授）

東京都世田谷
区

18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
中学校・高等学
校の保健体育科

教諭
18,000円 100人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30229-
504144号

03-3300-2257
http://www.jwcpe.ac.jp
/
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文京学院大学
【選択】領域「環境」における遊び
の視点からの実践的考察

領域「環境」においては、幼児の自然認識や社会認識、文
字・数量等、幅広い分野を対象とします。そしてそれら幼児
の環境認識の土台となるものは、やはり幼児の主体的な遊
びになります。そこで、まずは遊びの意義について理解を深
めます。つぎに実際の遊びの事例分析を通して、保育者の
具体的な援助について検討します。

木村　学（人間学部准教授）
埼玉県ふじみ
野市

6時間 令和2年7月29日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年5月31日

令02-
30237-
506776号

049-266-0253
https://www.u-
bunkyo.ac.jp/center/te
aching-profession/

文京学院大学
【選択】特別な支援を要する幼児
の理解と支援

講習内容「特別な支援を要する幼児の理解と支援」をテーマ
として、共生の理念に基づく保育の理念、個別の幼児の理
解、発達の障害等、発達に応じた実態把握と評価、個別の
支援計画と配慮、保護者・他機関との連携を扱い、この領域
の実践に必要となる基礎的な理解を目指す。

柄田　毅（人間学部教授）
埼玉県ふじみ
野市

6時間 令和2年7月30日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年5月31日

令02-
30237-
506777号

049-266-0253
https://www.u-
bunkyo.ac.jp/center/te
aching-profession/

文京学院大学 【選択】運動あそびと理論的背景

運動あそびにも科学的根拠に基づいた実践が求められま
す。運動あそびは子どもたちの体や心にどのような影響を
及ぼすのでしょうか。身体活動と脳の関連を運動学的視点
から捉え、運動あそびを分析・検討していきます。そこで本
講座では、運動あそびの講義及び実践から非認知能力・運
動発達・運動感覚・空間認知・協応動作・未分化・模倣・レ
ディネス・基本動作と神経系等々の理論的背景を考えてい
きたいと思います。（軽い運動です。上履き持参。私服可。）

小栗　俊之（人間学部教授）
埼玉県ふじみ
野市

6時間 令和2年7月31日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年5月31日

令02-
30237-
506778号

049-266-0253
https://www.u-
bunkyo.ac.jp/center/te
aching-profession/

明治大学
【選択】教師への支援と子ども理
解

「学校現場におけるカウンセリング」では，カウンセリングの
役割について，学校経営と保護者対応の2つの視点から学
びます。具体的な事例を取り上げつつ実践に即した内容を
扱い，理解を深めます。「生徒の心理の理解と支援」では，
生徒の心理をよりよく理解し支援するための方法を，心理テ
ストの視点から学びます。教師の実践的な能力を高めること
を目的としています。

諸富　祥彦（文学部教授）
高瀬　由嗣（文学部教授）

東京都千代田
区

6時間 令和2年7月29日 教諭
中学校教諭、高

等学校教諭
7,000円 60人

令和2年4月1日～
令和2年5月8日

令02-
30245-
505308号

03-3296-4186 http://www.meiji.ac.jp/

明治大学
【選択】子どもの育ちと学びの支
援

以下のテーマを取り上げながら， 子どもの育ちと学びの過
程，及び学校や教師の役割について，より多面的に捉える
視点を養います。
①思春期以降の育ちを見据えた子育て支援
②学校における子ども虐待への理解と対応
③参加型ボランティア学習
④学習意欲を高める授業実践とは
このうち，③と④はいずれか選択となります。

武田　洋子（東京家政大学　家政学部児童学科
准教授）
伊藤　直樹（文学部教授）
林　幸克（文学部教授）
伊藤　貴昭（文学部准教授）

東京都千代田
区

6時間 令和2年7月30日 教諭
中学校教諭、高

等学校教諭
7,000円 60人

令和2年4月1日～
令和2年5月8日

令02-
30245-
505309号

03-3296-4186 http://www.meiji.ac.jp/

明治大学
【選択】授業改革の視点と方法
（英語クラス）

「新学習指導要領を理解しよう」では，新学習指導要領と今
までの学習指導要領との相違点を理解しましょう。英語の授
業における主体的・対話的な深い学びとは何かについて学
習します。「アクティブ・ラーニングを試してみよう」では， 主
体的・対話的な深い学び（アクティブ・ラーニング）をどのよう
に実践すればいいのかについて具体的に学びます。
「言語教師のポートフォリオを活用した省察」では，自己の長
所や改善点，指導方法等に対する気づきや省察のための
ツールである，J-POSTL「言語教師のポートフォリオ」の活
用法をみていきます。

尾関　直子（国際日本学部教授）
遠藤　雪枝（昭和大学　富士吉田教育部専任講
師）

東京都千代田
区

6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学
校の英語担当教

諭
7,000円 30人

令和2年4月1日～
令和2年5月8日

令02-
30245-
505310号

03-3296-4186 http://www.meiji.ac.jp/
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令和２年度(第２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

明治大学
【選択】授業改革の視点と方法
（理科クラス）

「見方・考え方を働かせる理科の学習過程」では，理科のデ
ザインベースである「探究の過程」を取りあげます。理科授
業で教師が日常取り組まれている授業を省察し，日頃，理
科授業に取り組まれている教師が考えている授業の学習過
程を再考します。どのような関係の成立が重要なのかを再
考し，この学びが日々の授業デザインの改善に資する学び
となるようにします。
「今後求められる理科（生物）教育の内容と教授手法」では，
理科における学習内容及び指導法の変遷について，生物
分野を中心にして学んだ後，次代を担う子供たちに，今後必
要とされる理科教育（生物教育）の内容と授業手法を考えて
いきます。

益田　裕充（群馬大学　教育学部附属中学校
長）
早川　雅晴（植草学園大学　発達教育学部准教
授）

東京都千代田
区

6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学
校の理科担当教

諭
7,000円 20人

令和2年4月1日～
令和2年5月8日

令02-
30245-
505311号

03-3296-4186 http://www.meiji.ac.jp/

明治大学
【選択】授業改革の視点と方法
（社会クラス）

「社会科・公民科の授業研究」では，主に「アクティブ･ラーニ
ング」を取り上げ，生徒をどのように捉えるのか，どのような
教材を作成するのかを考えていきます。
「歴史把握の方法」では，映画や映像素材から，歴史的な事
象や社会的な〈記憶〉を次世代に継承していく方法を検討し
ます。「主体的学習の事例研究」では，実際に戦争遺跡を調
べた高校生の取り組みを例に歴史教育のあり方を考えま
す。

金子　幹夫（文学部兼任講師）
山田　朗（文学部教授）

東京都千代田
区

6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学
校の社会担当教

諭
7,000円 40人

令和2年4月1日～
令和2年5月8日

令02-
30245-
505312号

03-3296-4186 http://www.meiji.ac.jp/

明治大学
【選択】授業改革の視点と方法
（国語クラス）

「古文の授業」では，奈良時代の文学作品をとりあげ，講師
自身の読解や知見の一端を示しながら国語教育の可能性
を考えていきます。
「『現代日本語の学び』と国語科教育」では，現代日本語の
学びの内容について，新学習指導要領における国語科教
育への要請を確認し，チームで対話をし，共有しながら，授
業づくりや教材研究のための考え方を深めていきます。

伊藤　剣（法学部准教授）
前嶋　深雪（東京学芸大学　兼任講師）

東京都千代田
区

6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学
校の国語担当教

諭
7,000円 30人

令和2年4月1日～
令和2年5月8日

令02-
30245-
505313号

03-3296-4186 http://www.meiji.ac.jp/

明治大学
【選択】授業改革の視点と方法
（数学クラス）

「生徒とともに作る数学の授業を目指して」では，授業への
生徒の参加を促すために，2つのワークショップを行います。
一つは，物を用いて数学的な関係を見つける活動，もう一つ
は，授業を物語として構成する方法について考える活動で
す。
純粋な思考の産物である数学は，私たちが目で見，手で触
れることができるものとどのような形で結びついているかを
知ることは，数学の魅力を何倍にもしてくれます。「数学は何
の役に立つか」では，数学と具体的な事物との結びつきを示
す題材として，興味深く，わかりやすく，しかも学ぶ価値のあ
るものの例をいくつか取り上げて，ご紹介したいと思いま
す。

佐藤　英二（文学部教授）
渡邊　浩（理工学部教授）

東京都千代田
区

6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学
校の数学担当教

諭
7,000円 30人

令和2年4月1日～
令和2年5月8日

令02-
30245-
505314号

03-3296-4186 http://www.meiji.ac.jp/

早稲田大学
【選択】学びのユニバーサルデザ
イン（UDL）による授業づくり

小中学校,高等学校では、学習指導要領改訂を受け授業改
善を進めているが、均質性を前提にした一斉指導や講義中
心の授業からの脱却は簡単ではない。学びのユニバーサル
デザイン（UDL）は、脳科学に基づき、学び方の多様性を前
提にした授業づくりのフレームワークである。能力差、学び
の特性、その時々の挑戦にも対応しうる枠組みで、評価も
含め、今日的な授業の課題をクリアできるものである。本講
座では、UDLの基礎を学び、UDLを生かした実践を学びなが
ら、真の意味での「主体的・対話的で深い学び」の実現に向
け授業実践力を高めていく。

高橋　あつ子（教育・総合科学学術院　教授）
バーンズ亀山　静子（教育・総合科学学術院　
講師）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 40人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505547号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl
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令和２年度(第２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

早稲田大学
【選択】学級力を育てる授業づく
り・集団づくり

この講習では、新学習指導要領の総則において「学級経営
の充実」が小中一貫して求められる中、子どもが主体となる
集団づくりの新手法として開発した「学級力向上プロジェク
ト」の理論と実践について具体的に解説する。学級力アン
ケートやレーダーチャート、はがき新聞の活用法とそのため
の授業づくりについて、豊富な資料や写真、授業ビデオ等を
用いて理解を深められるようにする。学級経営カリキュラム
の作成を体験する楽しいワークショップも実施する。

田中　博之（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和2年8月3日 教諭
小学校、中学校、
義務教育学校　

教諭
6,000円 55人

令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505548号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学 【選択】教育思想に学ぶ

西洋教育の思想家から、ソクラテス、ルソー、ペスタロッチ、
デューイ、シュタイナー、ニールを取り上げる。そして、それ
らの人物が時代の社会状況の中で、社会と人間の在り方に
ついて、またそこにおいて教育の果たすべき役割について、
どのように思想を展開したのかについて解説する。受講者
の教育観の形成のための素材を教育の先哲の思想から提
供したい。

藤井　千春（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 60人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505549号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】特別支援教育に役立つ神
経心理学入門－高次脳機能から
みた発達障害の理解と対応－

教育は子どもの“心”を前提している。心（能力・行動）の基
盤は脳であり、心は脳の高次機能（言語・注意・認知・記憶
など）の協調・統合によっている。発達は脳の成熟に依存
し、発達障害は神経発生･発達上の問題で高次脳機能に遅
滞や偏向が生じ、能力の水準や行動に特有の特徴が現れ
る。本来、発達障害のある子どもへの治療や教育には高次
脳機能に関する知識が欠かせない。本講義では神経心理
学の立場から、特別支援教育に必要な子どもの理解の視
点、理解に基づく対応（支援）の原則や種類や仕方などにつ
いて紹介する。

坂爪　一幸（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 80人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505550号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】アクティブラーニングを支
える学級集団づくり（小学校教諭
対象）

アクティブ・ラーニングは実践共同体での学びであり、学習
者同士の相互作用の質が、学びの成果を左右する。その相
互作用の質に決定的な影響を与えるのは学習集団の状態
であり、日本の学校では学級集団である。本講座では、児
童のアクティブ・ラーニングを支える学級集団に求められる
状態、学級づくりの展開(授業づくりを通した学級づくり)につ
いて、学級内にルールとリレーションを確立して達成する考
え方・方法論を、学級集団分析尺度Q-U を活用して解説
し、さらに、受講生同士の演習方式で取り組んでいくもので
ある。

河村　茂雄（教育・総合科学学術院　教授）
熊谷　圭二郎（千葉科学大学　教職課程　准教
授）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月3日 教諭 小学校　教諭 6,000円 36人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505551号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学 【選択】地域社会と生涯教育

学校がその教育目的を達成するためには、家庭、地域との
連携と生涯教育の視点が必要である。本講習は、生涯教育
の観点から現在の教育課題を理解していくことを目的とす
る。受講者の問題関心を確認しながら、（１）地域教育の歴
史的理解、（２）社会教育施設（図書館等）の活用、（３）生涯
学習社会と進路指導、を中心に講義を進めていきたい。

雪嶋　宏一（教育・総合科学学術院　教授）
濱中　淳子（教育・総合科学学術院　教授）
矢口　徹也（教育・総合科学学術院　教授）
坂内　夏子（教育・総合科学学術院　教授）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 30人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505552号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学 【選択】国語教育の課題と創造

学習者の興味・関心を喚起しつつも、国語科の確かな学力
が育成できるような国語教育が求められている。新しい学習
指導要領の内容が話題になるいま、改めて国語教育の本
質的な課題を明らかにしてみたい。本講座では、国語教育
の理論・実践それぞれに目配りをしながら今日的な課題を
確認したうえで、いかに効果的な国語教育を創造するのか
という点に関しての具体的な提案を試みる。講座の前半を
熊谷が、後半を町田がそれぞれ担当する。

町田　守弘（教育・総合科学学術院　教授）
熊谷　芳郎（聖学院大学　人文学部教授）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校　国語

科教諭

6,000円 60人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505553号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl
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対象職

種
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早稲田大学 【選択】現代自然科学の現状

理学科地球科学専修と生物学専修の１名ずつの教員が講
習を行う。地球科学分野では、国内外の新しい知見を解説
する。特に、「日本列島の地質の成り立ち」と「ジオパークと
その教育活用」について取り上げる。一方、生物学分野で
は、中等教育においても昨今適用が必須となっている「生物
統計学」について取り上げる。

高木　秀雄（教育・総合科学学術院　教授）
伊藤　悦朗（教育・総合科学学術院　教授）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校、高等学
校、中等教育学
校　理科教諭

6,000円 55人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505554号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】数学教育を科学する−主
体的・対話的で深い学びに向け
て−

本講習では、数学の指導と学習に関する現象を“理解”する
ことを目的とする数学教育学の基礎的な研究の成果に基づ
き、中学校や高等学校の数学の授業において学習者の主
体的な学びがどのような条件がそろえば生じる（もしくは生じ
ない）のかを検討します。具体的には、参加者にいくつかの
数学的な活動に実際に取り組んでもらい、その活動を振り
返ることにより主体的な営みが生じるための条件を探りま
す。

宮川　健（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校、高等学
校、中等教育学
校　数学科教諭

6,000円 50人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505555号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】道徳ワークショップを取り
入れた２時間小単元の授業開発
と評価

新学習指導要領では、道徳の時間が教科化されて、「特別
な教科 道徳」になった。そこでは、35時間という授業時数の
量的保証と内容項目を全て取り上げる年間指導計画の作
成が求められている。その一方で、「主体的・対話的で深い
学び」としての道徳科教育のあり方や、「一つの内容項目を
複数の時間で扱う指導」、「内容項目間の関連を密にした指
導」が求められている。しかし、その理論は未だ確立されて
おらず、小中学校段階での具体的な指導方法も明らかに
なっていない。そこでこの講習では、２時間小単元による道
徳ワークショップという新しい道徳科の授業理論について解
説し、それに基づいて実施した豊富な授業事例を紹介す
る。

田中　博之（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校、中学校、
義務教育学校　

教諭
6,000円 55人

令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505556号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】生徒指導・キャリア教育の
実践と課題

生徒指導については、「いじめ」や「不登校」等の課題を切り
口にしながらも、全ての児童生徒が「学校が楽しい」と実感
でき、かつ、彼らの主体性や自己有用感を育むために必要
な働きかけについて考えることで、学校教育における生徒
指導の役割や意義を理解することを主目的とした講義を行
う。講義では、生徒指導の理論と実践の融合について実感
できるように、最新のデータとともに、全国の様々な実践事
例をスライドで紹介する。キャリア教育については新学習指
導要領の動向を踏まえ、教育活動全体、特に教科指導や特
別活動において、キャリア教育の視点を生かすことで学習
の過程をどのように改善できるかを講義する。

三村　隆男（教育・総合科学学術院　教授）
藤平　敦（日本大学　文理学部教授）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月5日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 55人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505557号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】学校マネジメントの視点か
ら見た学校教育

学校教育における、教育課程編成、教科指導、学級(ホーム
ルーム）経営、生徒指導、特別活動、特別支援教育、キャリ
ア教育などのさまざまな教育活動について、小学校、中学
校、高等学校の校種ごとに学校マネジメントの視点で見直し
ていきます。中核的中堅教員や管理職を目指す教員などが
対象ですが、学校教育を俯瞰的に捉えてみたいと考えてい
る教員にも受講を勧めます。

三村　隆男（教育・総合科学学術院　教授）
遠藤　真司（教育・総合科学学術院　客員教授）
小山　利一（教育・総合科学学術院　教授）
羽入田　眞一（教育・総合科学学術院　客員教
授）
細谷　美明（教育・総合科学学術院　客員教授）
高橋　あつ子（教育・総合科学学術院　教授）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月5日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 55人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505558号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学 【選択】タブレット端末の授業活用

児童生徒が一人１台のタブレット端末を操作する学習環境
の活用方法について演習形式で学習する。グループの協調
学習、教師による生徒端末のモニター機能などの授業活
用、ＩＣＴ利用の留意事項も学習する。使用する環境は、
MetaMoji ClassRoomである。

三尾　忠男（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和2年8月5日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校　教諭

9,000円 16人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505559号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl
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令和２年度(第２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

早稲田大学
【選択】校内授業研究の改革－
ワークショップ型研修の充実

日本の学校・教師文化の中から生まれ発展してきた「校内
授業研究」は、「学び続ける教師」をはじめ「同僚性」や「チー
ム学校」を内実として実現していく上で欠かさない存在であ
る。若手－中堅－ベテラン教師が相互に「実践知」を開陳・
交流し合い、「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改
善を図るための具体的方法をどう生み出していけばよい
か。本講座では、参加者がワークショップを通じて、互恵的
に具体的方法を経験し、「校内授業研究」のよきファシリテー
ターとして活躍可能な理解を深め、技法を身につけていく。

小林　宏己（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校、中学校、
義務教育学校　

教諭
6,000円 80人

令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505560号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】映画・ニュースなどの映像
を用いて教材を自作する

教科書以外に身近な映像として映画・ドラマ・ニュース・ド
キュメンタリーなどが教材になり得る。機材や映像作成法は
ＰＣやソフトのバージョンにより異なるため簡単にすませ、本
講座ではナマの英語を用いて何をどう教えることが可能か、
また数分程度の映像資料で（聴き取りにこだわることなく）授
業の補完となるような教材をどう作成すればよいのか、一緒
に考え、実作もしていただく（数ギガ程度のUSB持参のこ
と）。なお公共放送を無許可でウェッブ上に投稿すると違法
となるので注意されたい。

吉田　雅之（教育・総合科学学術院　専任講師） 東京都新宿区 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校、高等学
校、中等教育学
校　英語科教諭

6,000円 44人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505561号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】ヨーロッパ近現代史（教科
書を資料として考える）

ドイツやフランスをはじめとするヨーロッパ各国の歴史教科
書を実際に使いながら、いくつかのテーマを選んで自ら学
び、その特徴や問題点などを検討する。日本語訳のない東
欧諸国などの教科書についても、講師が要約して解説を行
う。とりわけ、冷戦終焉後、歴史記述に大きな変化があった
これらの国については、当該社会や国際関係と連関も含め
て検討を行う

小森　宏美（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和2年8月5日 教諭

中学校、高等学
校、中等教育学

校　社会科、地理
歴史科教諭

6,000円 40人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505562号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】通常の学級における特別
支援教育

小中学校及び高等学校における特別支援教育は、通級指
導教室、巡回相談などのリソースは増えたが、校内の教育
支援が不十分なまま外部連携を急ぐ学校がある。教員の力
量形成の観点からもインクルージョンの推進からも、まずは
通常の学級において適切な教育支援を充実させる必要が
ある。本講座では、対象児童生徒の実態把握、それに基づ
いた特性の見立て、集団での支援を可能にする学びのユニ
バーサルデザイン（UDL ）の視点を学び、合理的配慮を行え
る力量を培うことを目指す。加えて、それらを可能にする校
内体制を築く力を育んでいく。

高橋　あつ子（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和2年8月4日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 40人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505563号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】「主体的・対話的で深い学
び」の授業づくりと学習評価

新学習指導要領では、児童生徒自らが課題を発見・解決し
ていく「主体的・対話的で深い学び」による授業改善が提起
された。しかし、その理論は未だ確立されておらず、小中学
校段階での具体的な指導方法も明らかになっていない。そ
こでこの講習では、特に「深い学び」の具体的な授業づくりと
学習評価のあり方について、理論的かつ実践的に豊富な授
業事例を紹介しながら解説する。「浅い学び」にならないた
めの指導ポイントを発見する楽しいワークショップも実施す
る。

田中　博之（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校、中学校、
義務教育学校　

教諭
6,000円 55人

令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505564号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】学校教育の歴史－日本と
西洋－

近代国家における学校教育制度の要件とは何か、どのよう
な時代的な要請に基づいて、また、どのような歴史的な経緯
を経て成立したのかについて、わが国の場合には明治維新
と第二次世界大戦後の改革について、西洋の場合にはフラ
ンス、イギリス、ドイツ、アメリカを比較することにより明らか
にする。

藤井　千春（教育・総合科学学術院　教授）
湯川　次義（教育・総合科学学術院　教授）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月4日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 60人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505565号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl
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令和２年度(第２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

早稲田大学
【選択】アクティブラーニングを支
える学級集団づくり（中学校・高
等学校教諭対象）

アクティブ・ラーニングは実践共同体での学びであり、学習
者同士の相互作用の質が、学びの成果を左右する。その相
互作用の質に決定的な影響を与えるのは学習集団の状態
であり、日本の学校では学級集団である。本講座では、生
徒のアクティブ・ラーニングを支える学級集団に求められる
状態、学級づくりの展開(授業づくりを通した学級づくり)につ
いて、学級内にルールとリレーションを確立して達成する考
え方・方法論を、学級集団分析尺度Q-U を活用して解説
し、さらに、受講生同士の演習方式で取り組んでいくもので
ある。

河村　茂雄（教育・総合科学学術院　教授）
熊谷　圭二郎（千葉科学大学　教職課程准教
授）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校、高等学
校、中等教育学

校　教諭
6,000円 36人

令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505566号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】図画工作・美術科教育の
学習指導（講義・演習・実技）

新学習指導要領における「資質・能力」，「主体的・対話的で
深い学び」の考え方に基づく図画工作・美術科の学習指導
のあり方について，講述・解説を行う。さらにその具体的な
指導の実現について，簡単な実技や授業映像の視聴による
ワークショップを通して受講者同士の相互啓発を促すことで
理解を深める。

大泉　義一（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和2年8月4日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校　
図画工作、美術

教諭

6,000円 20人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505567号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学 【選択】文学とことば

福家担当：新しい国語科の科目編成の中で、古文教材の持
つ可能性を『更級日記』を中心に考えてみたい。和田担当：
国語教科書のこれまでの歴史や、制度的な変化をとらえな
がら、それを国語教育の中に具体的に生かしていく方策を
考える。　五味渕担当：高校の新科目「文学国語」ではどん
なことができるのか。従来の「現代文」との継続性を大切に
しながら、教材案・授業内容について検討する。

五味渕　典嗣（教育・総合科学学術院　教授）
福家　俊幸（教育・総合科学学術院　教授）
和田　敦彦（教育・総合科学学術院　教授）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校、高等学
校、中等教育学
校　国語科教諭

6,000円 60人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505568号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】発音ブラッシュアップ講
座：英語音声学の基礎と発音演
習

本講習の目的は、教員自身の発音能力の向上である。ま
ず、母音と子音の調音方法、英語特有の強弱リズムや音変
化について、日本語との違いを踏まえて解説する。講習で
は実践練習を重視し、母音と子音については、発音ソフトを
用いて練習する。なお、出来る限り講師による個別アドバイ
スも行う。さらに、英語のリズムや音変化についても、シャ
ドーイング等の実践練習を行う。なお、講習の冒頭と最後に
発音判定を実施し、自身の発音能力の目安とする。受講者
の発音能力自体は認定に影響しない他、英語音声学の事
前知識も前提としない。個別観察による評価を主とする。

折井　麻美子（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和2年8月4日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校　英語

科教諭

6,000円 50人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505569号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】「地理総合」にむけた地理
情報の活用とフィールドワーク

中学校社会科・高校地理歴史科の教員のための講習です。
2022年より高校地理歴史科で必修科目「地理総合」がス
タートします。本講習では「地理総合」の内容のうち、「地図
や地理情報システムで捉える現代世界」、「自然環境と防
災」、「生活圏の調査と地域の展望」に関わる実習を行いま
す。講習の前半は東京都内でフィールドワークを行い、後半
は早稲田大学にて「地理院地図」や各種ハザードマップなど
の地理情報を活用して、フィールドワークの内容を振り返り
まとめます。

久保　純子（教育・総合科学学術院　教授）
船引　彩子（東京理科大学　基礎工学部　専任
講師）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月4日 教諭

中学校、高等学
校、中等教育学

校　社会科、地理
歴史科教諭

6,000円 30人
令和2年4月9日～
令和2年4月16日

令02-
30256-
505570号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl
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令和２年度(第２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】平和学習（異文化理解）・
基地問題などを考える

共生の視点とは、教育基本法の平和、平等、公共の精神の
理念であり、「平和」とは戦争がない状態のみならず、貧困、
差別のない「積極的平和」を意味する。PBL（課題解決学習）
を実践する講師により、授業を企画運営できる教員・子ども
の心身の健康を守る教員の能力の向上を目指す。具体的
には、平和学習（「心の中に平和の砦を」築く）、心身の健康
に問題を持つ児童生徒の指導（貧困や差別により心に傷を
負った児童生徒のケアなど）について、PBLの技法を用い受
講者自らが学習指導・保健指導方略を構築する。

天野　一哉（共生科学部教授）
沖縄県宮古島
市

18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年7月15日

令02-
30260-
506619号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】平和学習（異文化理解）・
基地問題などを考える

共生の視点とは、教育基本法の平和、平等、公共の精神の
理念であり、「平和」とは戦争がない状態のみならず、貧困、
差別のない「積極的平和」を意味する。PBL（課題解決学習）
を実践する講師により、授業を企画運営できる教員・子ども
の心身の健康を守る教員の能力の向上を目指す。具体的
には、平和学習（「心の中に平和の砦を」築く）、心身の健康
に問題を持つ児童生徒の指導（貧困や差別により心に傷を
負った児童生徒のケアなど）について、PBLの技法を用い受
講者自らが学習指導・保健指導方略を構築する。

天野　一哉（共生科学部教授） 沖縄県島尻郡 18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年7月15日

令02-
30260-
506620号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】発達障害がある子どもた
ちへの支援

平成２４年に文部科学省より発表された調査結果によると、
知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の割合は６．５％にのぼる。ま
た、発達障害があると診断されていなくても、学習上の困難
や、集団行動、清掃、給食などの生活場面、また、家庭にお
いても身辺自立、食育などに合理的な配慮が必要な子ども
たちもいる。本講習では、こうした発達障害の児童生徒に対
する心理教育アセスメントによる特性把握の方法や実際の
指導方法について、具体例を挙げながら解説する。

岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）
古川　潔（共生科学部専任講師）
安部　雅昭（共生科学部非常勤講師）

福岡県福岡市 18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 135人
令和2年3月16日～
令和2年7月15日

令02-
30260-
506621号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】発達障害がある子どもた
ちへの支援

平成２４年に文部科学省より発表された調査結果によると、
知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の割合は６．５％にのぼる。ま
た、発達障害があると診断されていなくても、学習上の困難
や、集団行動、清掃、給食などの生活場面、また、家庭にお
いても身辺自立、食育などに合理的な配慮が必要な子ども
たちもいる。本講習では、こうした発達障害の児童生徒に対
する心理教育アセスメントによる特性把握の方法や実際の
指導方法について、具体例を挙げながら解説する。

岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）
古川　潔（共生科学部専任講師）
安部　雅昭（共生科学部非常勤講師）

神奈川県横須
賀市

18時間
令和2年7月29日～
令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 80人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
30260-
506622号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】発達障害がある子どもた
ちへの支援

平成２４年に文部科学省より発表された調査結果によると、
知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の割合は６．５％にのぼる。ま
た、発達障害があると診断されていなくても、学習上の困難
や、集団行動、清掃、給食などの生活場面、また、家庭にお
いても身辺自立、食育などに合理的な配慮が必要な子ども
たちもいる。本講習では、こうした発達障害の児童生徒に対
する心理教育アセスメントによる特性把握の方法や実際の
指導方法について、具体例を挙げながら解説する。

岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）
古川　潔（共生科学部専任講師）
安部　雅昭（共生科学部非常勤講師）

大阪府大阪市 18時間
令和2年8月12日～
令和2年8月14日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 240人
令和2年3月16日～
令和2年7月15日

令02-
30260-
506623号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/
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令和２年度(第２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】発達障害がある子どもた
ちへの支援

平成２４年に文部科学省より発表された調査結果によると、
知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の割合は６．５％にのぼる。ま
た、発達障害があると診断されていなくても、学習上の困難
や、集団行動、清掃、給食などの生活場面、また、家庭にお
いても身辺自立、食育などに合理的な配慮が必要な子ども
たちもいる。本講習では、こうした発達障害の児童生徒に対
する心理教育アセスメントによる特性把握の方法や実際の
指導方法について、具体例を挙げながら解説する。

岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）
古川　潔（共生科学部専任講師）
安部　雅昭（共生科学部非常勤講師）

熊本県熊本市 18時間
令和2年9月19日～
令和2年9月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 70人
令和2年3月16日～
令和2年8月20日

令02-
30260-
506624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。教育課題として「保護者や地域との信頼
関係の構築」「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」など、さまざまな学校教育に関する内容を取り上げ
る。

嶋田　優（共生科学部教授）
神奈川県川崎
市

18時間
令和2年7月22日～
令和2年7月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 90人
令和2年3月16日～
令和2年6月25日

令02-
30260-
506625号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】発達障害などの特別な
ニーズに対応するインクルーシブ
教育

インクルーシブ教育とは、子どもを障害のあるなしに関わら
ず、一人ひとりの教育的なニーズに応じる教育をめざす教
育システムである。特に発達障害があると言われる子ども
は、認知発達の個人差が原因で困難さを生じている。また、
発達障害があると診断されていなくても、学習上の困難や、
集団行動、清掃、給食などの生活場面、また、家庭において
も身辺自立、食育などに合理的な配慮が必要な子どもたち
もいる。本講習では、学校現場だけではなく、発達支援施
設、保育所、医療などの専門家も加えながら、総合的な理
解をめざす。

前嶋　深雪（教育実践研究科 非常勤講師）
神奈川県川崎
市

18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 90人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
30260-
506626号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】発達障害などの特別な
ニーズに対応するインクルーシブ
教育

インクルーシブ教育とは、子どもを障害のあるなしに関わら
ず、一人ひとりの教育的なニーズに応じる教育をめざす教
育システムである。特に発達障害があると言われる子ども
は、認知発達の個人差が原因で困難さを生じている。また、
発達障害があると診断されていなくても、学習上の困難や、
集団行動、清掃、給食などの生活場面、また、家庭において
も身辺自立、食育などに合理的な配慮が必要な子どもたち
もいる。本講習では、学校現場だけではなく、発達支援施
設、保育所、医療などの専門家も加えながら、総合的な理
解をめざす。

前嶋　深雪（教育実践研究科 非常勤講師）
神奈川県小田
原市

18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 80人
令和2年3月16日～
令和2年7月10日

令02-
30260-
506627号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】多様性を尊重する人権教
育

学校において人権教育を推進するにあたり、まず、教師が
理解しておくべき人権教育の基礎的事項（法制度、政策、現
状等）及び人権課題とその取り組みについて学ぶとともに、
学校における人権教育の実践上の課題やその対応、人権
教育の推進策について具体的な事例の検討や受講者同士
の意見交換を通して、人権教育、とりわけ「多様性を尊重す
る人権教育」の実現・充実を図るための方法を探る。

仲　久徳（共生科学部　専任准教授） 北海道函館市 18時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年6月15日

令02-
30260-
506628号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】多様性を尊重する人権教
育

学校において人権教育を推進するにあたり、まず、教師が
理解しておくべき人権教育の基礎的事項（法制度、政策、現
状等）及び人権課題とその取り組みについて学ぶとともに、
学校における人権教育の実践上の課題やその対応、人権
教育の推進策について具体的な事例の検討や受講者同士
の意見交換を通して、人権教育、とりわけ「多様性を尊重す
る人権教育」の実現・充実を図るための方法を探る。

仲　久徳（共生科学部　専任准教授） 熊本県熊本市 18時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 70人
令和2年3月16日～
令和2年6月15日

令02-
30260-
506629号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/
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令和２年度(第２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】多様性を尊重する人権教
育

学校において人権教育を推進するにあたり、まず、教師が
理解しておくべき人権教育の基礎的事項（法制度、政策、現
状等）及び人権課題とその取り組みについて学ぶとともに、
学校における人権教育の実践上の課題やその対応、人権
教育の推進策について具体的な事例の検討や受講者同士
の意見交換を通して、人権教育、とりわけ「多様性を尊重す
る人権教育」の実現・充実を図るための方法を探る。

仲　久徳（共生科学部　専任准教授） 沖縄県那覇市 18時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年6月15日

令02-
30260-
506630号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】発達障害がある子どもた
ちへの支援

平成２４年に文部科学省より発表された調査結果によると、
知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の割合は６．５％にのぼる。ま
た、発達障害があると診断されていなくても、学習上の困難
や、集団行動、清掃、給食などの生活場面、また、家庭にお
いても身辺自立、食育などに合理的な配慮が必要な子ども
たちもいる。本講習では、こうした発達障害の児童生徒に対
する心理教育アセスメントによる特性把握の方法や実際の
指導方法について、具体例を挙げながら解説する。

岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）
古川　潔（共生科学部専任講師）
安部　雅昭（共生科学部非常勤講師）

神奈川県横須
賀市

18時間
令和2年10月31日～
令和2年11月1日、
令和2年11月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 80人
令和2年3月16日～
令和2年10月25日

令02-
30260-
506631号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】子どもの気づきや思いを
引き出す授業力

幼児・児童・生徒が身近な不思議に気がついてつぶやいた
とき、その好奇心・探究心を教師としてどのように拾っていく
ことができるでしょうか。
本講習では、自然や実体験が少なくなっている環境の中で
多角的なものの見方・考え方、生きる力を伸ばすための工
夫や効果的な授業デザインについて学ぶ。JAXAからゲスト
迎え、科学教材を使用し、実験や工作などを通じて科学技
術の魅力を紹介する。宇宙、科学技術、生命、ものづくり、コ
ミュニケーションなど園、学校生活全体に係る広い範囲での
授業づくりを考えます。

西村　哲雄（大学院教育実践研究科　専任教
授）
浅見　奈緒子（共生科学部　専任教授）

神奈川県相模
原市

18時間
令和2年8月7日～
令和2年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 160人
令和2年3月16日～

令和2年7月5日

令02-
30260-
506632号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】学校教員としての「能力開
発」を考える

昨今の教育現場においては、生徒の個性や価値観がより重
視されるようになるとともに、保護者対応や地域連携を含め
て、学校教員には高いレベルでの「専門性」が求められてい
る。この求めに応えるために、教科指導・生徒指導など具体
的な方法論に関する研修が各学校・研究会単位で行われて
いるが、本講習では、改めて学校教員がどのように自らの
意識を高め、能力開発と専門性の向上を図っていくべきか、
包括的な視点からその在り方を探る。

三輪　建二（教育実践研究科専任教授）
大隅　心平（教育実践研究科専任准教授）
大野　精一（教育実践研究科専任教授）

神奈川県横浜
市

18時間
令和2年8月10日～
令和2年8月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 200人
令和2年3月16日～

令和2年7月5日

令02-
30260-
506633号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】学校教員としての「能力開
発」を考える

昨今の教育現場においては、生徒の個性や価値観がより重
視されるようになるとともに、保護者対応や地域連携を含め
て、学校教員には高いレベルでの「専門性」が求められてい
る。この求めに応えるために、教科指導・生徒指導など具体
的な方法論に関する研修が各学校・研究会単位で行われて
いるが、本講習では、改めて学校教員がどのように自らの
意識を高め、能力開発と専門性の向上を図っていくべきか、
包括的な視点からその在り方を探る。

三輪　建二（教育実践研究科専任教授）
大隅　心平（教育実践研究科専任准教授）
大野　精一（教育実践研究科専任教授）

神奈川県小田
原市

18時間
令和2年9月19日～
令和2年9月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 80人
令和2年3月16日～
令和2年8月20日

令02-
30260-
506634号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/
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令和２年度(第２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】発達障害がある子どもた
ちへの支援と多様性を尊重する
人権教育を考える

平成２４年に文部科学省より発表された調査結果によると、
知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の割合は６．５％にのぼる、と
いう状況にあり、加えて昨今の教育現場では、多様化する
生徒児童の個性・性格を尊重し、また他者理解の概念を共
有するため、人権教育の実践推進が取りざたされている。
本講習では、こうした「発達障害の児童生徒への対応」と、
「学校における人権教育の実践上の課題やその対応」にス
ポットを当て、双方に関する具体的な事例を交えながら学習
と考察を深めていく。

仲　久徳（共生科学部 専任准教授）
岩澤　一美（教育実践研究科　 准教授）

北海道札幌市 18時間
令和2年7月23日～
令和2年7月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 160人
令和2年3月16日～
令和2年6月25日

令02-
30260-
506635号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】体験型「いのち」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と言われている。本講習では、
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、
子どもの発達段階に応じた生き物の「いのち」、「命を支える
食」の学習指導、保健・栄養指導を企画・実践できる教員、
環境破壊の影響等から子どもの心身の健康を守る学校づく
りに取り組む教員の資質能力の向上を目指す。なお、講習2
日目には天王寺動物園にてフィールドワークを行う。

坪内　俊憲（共生科学部教授） 大阪府大阪市 18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,400円 100人
令和2年3月16日～

令和2年7月1日

令02-
30260-
506636号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】発達障害のある児童・生
徒への支援教育

発達障害は，主に認知発達の遅れを特徴とする発達の個
人差である．LD，ADHD，自閉スペクトラム症，知的障害等
が代表とされるが，診断名はあくまでも操作的に用いられて
いるだけで，時代とともに変わっている．本講習では，障害
種別にこだわらずに，認知発達とは何かを学ぶことで，さま
ざまなニーズに応じた教育を目指し，特別なニーズ教育であ
るインクルーシブ教育ならびに支援教育について学ぶ。なお
通信教育により12時間分の内容を実施するため、4月1日か
ら10月5日までに1000字程度のレポートを提出することが対
面講習受講の条件となる。

西永　堅（共生科学部教授）
神奈川県横浜
市

18時間 令和2年11月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 25人
令和2年3月16日～
令和2年9月25日

令02-
30260-
506637号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】発達障害がある子どもた
ちへの支援

平成２４年に文部科学省より発表された調査結果によると、
知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の割合は６．５％にのぼる。ま
た、発達障害があると診断されていなくても、学習上の困難
や、集団行動、清掃、給食などの生活場面、また、家庭にお
いても身辺自立、食育などに合理的な配慮が必要な子ども
たちもいる。本講習では、こうした発達障害の児童生徒に対
する心理教育アセスメントによる特性把握の方法や実際の
指導方法について、具体例を挙げながら解説する。

岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）
古川　潔（共生科学部専任講師）
安部　雅昭（共生科学部非常勤講師）

青森県八戸市 18時間
令和2年11月21日～
令和2年11月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 18人
令和2年3月16日～
令和2年10月30日

令02-
30260-
506638号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】発達障害がある子どもた
ちへの支援

平成２４年に文部科学省より発表された調査結果によると、
知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の割合は６．５％にのぼる。ま
た、発達障害があると診断されていなくても、学習上の困難
や、集団行動、清掃、給食などの生活場面、また、家庭にお
いても身辺自立、食育などに合理的な配慮が必要な子ども
たちもいる。本講習では、こうした発達障害の児童生徒に対
する心理教育アセスメントによる特性把握の方法や実際の
指導方法について、具体例を挙げながら解説する。

岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）
古川　潔（共生科学部専任講師）
安部　雅昭（共生科学部非常勤講師）

神奈川県横浜
市

18時間
令和2年7月29日～
令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
30260-
506639号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/
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令和２年度(第２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】体験型「いのち」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と言われている。本講習では、
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、
子どもの発達段階に応じた生き物の「いのち」、「命を支える
食」の学習指導、保健・栄養指導を企画・実践できる教員、
環境破壊の影響等から子どもの心身の健康を守る学校づく
りに取り組む教員の資質能力の向上を目指す。なお、講習2
日目には天王寺動物園にてフィールドワークを行う。

坪内　俊憲（共生科学部教授） 北海道旭川市 18時間
令和2年11月21日～
令和2年11月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年10月25日

令02-
30260-
506640号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】現場で活かせる論理的思
考講座～アクティブラーニングの
視点から～

思考力の養成は教育の喫緊の課題である。「生きる力」にお
いても「学習指導要領」においても重視されている。本講習
では論理的思考力およびスキルをすべての教科、教育活動
に生かす授業デザインを目指す。具体的には、アクティブ
ラーニングの専門家による授業デザインの講義をワーク
ショップ形式で実施し、受講生が思考力を養う授業企画を立
案する。

天野　一哉（共生科学部教授）
神奈川県横浜
市

18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 200人
令和2年3月16日～
令和2年7月10日

令02-
30260-
506641号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】発達障害のある児童・生
徒への支援教育

発達障害は，主に認知発達の遅れを特徴とする発達の個
人差である．LD，ADHD，自閉スペクトラム症，知的障害等
が代表とされるが，診断名はあくまでも操作的に用いられて
いるだけで，時代とともに変わっている．本講習では，障害
種別にこだわらずに，認知発達とは何かを学ぶことで，さま
ざまなニーズに応じた教育を目指し，特別なニーズ教育であ
るインクルーシブ教育ならびに支援教育について学ぶ。なお
通信教育により12時間分の内容を実施するため、4月1日か
ら6月30日までに1000字程度のレポートを提出することが対
面講習受講の条件となる。

西永　堅（共生科学部教授）
福岡県北九州
市

18時間 令和2年7月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30260-
506642号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】発達障害がある子どもた
ちへの支援

平成２４年に文部科学省より発表された調査結果によると、
知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の割合は６．５％にのぼる。ま
た、発達障害があると診断されていなくても、学習上の困難
や、集団行動、清掃、給食などの生活場面、また、家庭にお
いても身辺自立、食育などに合理的な配慮が必要な子ども
たちもいる。本講習では、こうした発達障害の児童生徒に対
する心理教育アセスメントによる特性把握の方法や実際の
指導方法について、具体例を挙げながら解説する。

岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）
古川　潔（共生科学部専任講師）
安部　雅昭（共生科学部非常勤講師）

福岡県北九州
市

18時間
令和2年7月29日～
令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
30260-
506643号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】平和学習（異文化理解）・
基地問題などを考える

共生の視点とは、教育基本法の平和、平等、公共の精神の
理念であり、「平和」とは戦争がない状態のみならず、貧困、
差別のない「積極的平和」を意味する。PBL（課題解決学習）
を実践する講師により、授業を企画運営できる教員・子ども
の心身の健康を守る教員の能力の向上を目指す。具体的
には、平和学習（「心の中に平和の砦を」築く）、心身の健康
に問題を持つ児童生徒の指導（貧困や差別により心に傷を
負った児童生徒のケアなど）について、PBLの技法を用い受
講者自らが学習指導・保健指導方略を構築する。

天野　一哉（共生科学部教授）
福岡県北九州
市

18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年7月15日

令02-
30260-
506644号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/
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令和２年度(第２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】発達障害がある子どもた
ちへの支援

平成２４年に文部科学省より発表された調査結果によると、
知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の割合は６．５％にのぼる。ま
た、発達障害があると診断されていなくても、学習上の困難
や、集団行動、清掃、給食などの生活場面、また、家庭にお
いても身辺自立、食育などに合理的な配慮が必要な子ども
たちもいる。本講習では、こうした発達障害の児童生徒に対
する心理教育アセスメントによる特性把握の方法や実際の
指導方法について、具体例を挙げながら解説する。

岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）
古川　潔（共生科学部専任講師）
安部　雅昭（共生科学部非常勤講師）

北海道旭川市 18時間
令和2年9月19日～
令和2年9月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年8月20日

令02-
30260-
506645号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】スポーツと共生社会　～
スポーツを通して、教育現場に活
用できる指導方法を学ぶ～

本講習では、体育の授業や運動部活動等を通じて、体力の
向上、児童生徒がスポーツの楽しさ、達成感、心の成長を
体験し、生涯スポーツに親しむ基礎を培うための指導方法
を、グループワークを通して考察する。講師に陸上の北京オ
リンピック銅メダリストであり本学の特任准教授の末續慎吾
先生を招き、トレーニング方法やメンタル面など幅広い体験
を伺う。また、オリンピック・パラリンピックが東京で開催され
る意義についても学ぶ。スポーツ指導関係者のみならず、
生徒指導に関心のある教諭、養護教諭に受講して頂きた
い。4月1日～10月30日の印刷教材(レポート作成）による通
信教育学習期間（6時間）を含む、全18時間の講習として扱
う。

渋谷　聡（共生科学部教授）
末續　慎吾（共生科学部特任准教授）
高木　由起子（共生科学部講師）

神奈川県横浜
市

18時間
令和2年12月5日～
令和2年12月6日

教諭
養護教

諭

スポーツ指導・生
徒指導に関心の
ある教諭、養護

教諭

20,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年10月15日

令02-
30260-
506646号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】幼稚園における教育力の
向上をはかる

本講習では幼稚園教育に携わる教諭の、言語や表現に関
する指導法を中心に学ぶ。また、保育技術の向上、専門知
識や技能のさらなる習得、資質向上のため、その基礎となる
幼児理解の観点から、保護者対応も含めて留意すべき事項
を学ぶ。なお表現に関する指導については、特に音楽の表
現力や豊かな感性を磨くスキルアップを取り扱うとともに、子
どもの身体や健康についての事項も合わせて取り扱うた
め、養護教諭も対象とする。 4月1日～8月31日の印刷教材
(レポート作成）による通信教育学習期間（12時間）を含む、
全18時間の講習として扱う。

安久津　太一（共生科学部非常勤講師）
神奈川県横浜
市

18時間 令和2年9月22日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭、養
護教諭

20,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年8月10日

令02-
30260-
506647号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】教育に芸術のチカラを　 
―音楽を様々な授業・指導に用
いて意欲と表現力を高める―

日本の子どもの学習意欲の低さが指摘されており、「児童生
徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験」
が推進されている。本講習では、アメリカに於いてリトミック
を学んだ講師を中心として、音楽が子ども達の心を変化させ
た話を交え、幼児教育、障がい児教育への新たな可能性を
提示する。また音楽を用いたワークショップを展開すること
により、全ての科目と音楽につながりがある事実を示し、学
校での授業、生活において意欲と表現力の成長を促す教師
像を創造する。

天野　一哉（共生科学部教授）
安久津　太一（共生科学部非常勤講師）

神奈川県横浜
市

18時間
令和2年9月19日～
令和2年9月21日

教諭
養護教

諭

全教諭・養護教
諭

20,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年8月20日

令02-
30260-
506648号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】発達障害のある児童・生
徒への支援教育

発達障害は，主に認知発達の遅れを特徴とする発達の個
人差である．LD，ADHD，自閉スペクトラム症，知的障害等
が代表とされるが，診断名はあくまでも操作的に用いられて
いるだけで，時代とともに変わっている．本講習では，障害
種別にこだわらずに，認知発達とは何かを学ぶことで，さま
ざまなニーズに応じた教育を目指し，特別なニーズ教育であ
るインクルーシブ教育ならびに支援教育について学ぶ。なお
通信教育により12時間分の内容を実施するため、4月1日か
ら6月30日までに1000字程度のレポートを提出することが対
面講習受講の条件となる。

西永　堅（共生科学部教授） 福島県相馬市 18時間 令和2年7月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30260-
506649号

045-972-3296 http://seisa.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

星槎大学
【選択】発達障害がある子どもた
ちへの支援

平成２４年に文部科学省より発表された調査結果によると、
知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の割合は６．５％にのぼる。ま
た、発達障害があると診断されていなくても、学習上の困難
や、集団行動、清掃、給食などの生活場面、また、家庭にお
いても身辺自立、食育などに合理的な配慮が必要な子ども
たちもいる。本講習では、こうした発達障害の児童生徒に対
する心理教育アセスメントによる特性把握の方法や実際の
指導方法について、具体例を挙げながら解説する。

岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）
古川　潔（共生科学部専任講師）
安部　雅昭（共生科学部非常勤講師）

神奈川県足柄
下郡

18時間
令和2年11月21日～
令和2年11月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年10月25日

令02-
30260-
506650号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】多様性を尊重する人権教
育

学校において人権教育を推進するにあたり、まず、教師が
理解しておくべき人権教育の基礎的事項（法制度、政策、現
状等）及び人権課題とその取り組みについて学ぶとともに、
学校における人権教育の実践上の課題やその対応、人権
教育の推進策について具体的な事例の検討や受講者同士
の意見交換を通して、人権教育、とりわけ「多様性を尊重す
る人権教育」の実現・充実を図るための方法を探る。

仲　久徳（共生科学部　専任准教授） 大阪府大阪市 18時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年6月15日

令02-
30260-
506651号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

神奈川大学
【選択】新教育課程に対応する英
語授業設計と指導・評価・授業改
善能力の育成

次期学習指導要領の趣旨もふまえ、４技能５領域のコミュニ
ケーション能力を育成する授業設計と指導、CAN-DOも含む
評価の理論と実践を学び、アクション・リサーチによる授業
改善の具体的視点を提供します。プロの英語教員としての
更なる成長をめざして授業実践を内省し、教師としての自
己、地域や勤務校の生徒たちなどの環境と関連付けなが
ら、現場で生きて働く授業力を高める講義、演習やグループ
討議を行い、夏休み明け以降の授業改善の指針となるアク
ション・プランを各自が作成します。

髙橋　一幸（外国語学部教授）
久保野　雅史（外国語学部教授）

神奈川県横浜
市

18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭

中学校・高等学
校の英語科教諭
（専任・非常勤を
問わず、受講年

度に現職であるこ
と）

18,000円 32人
令和2年4月12日～
令和2年5月31日

令02-
30263-
504502号

045-481-5661

https://www.kanagawa
-
u.ac.jp/career/teaching
credential/

神奈川大学
【選択】様々な観点から数学を考
える！最新コンテンツ(教具、教
材、PC、アニメなど）を使って

生徒たちに授業を通して「数学は面白くて楽しい。また、数
学は実社会の色々な場面で使われている。」を感じてもらう
ために、工夫された教材や教具、ＰＣ等の機器、またアニメ
の映像等を用いて、本講習で色々な提示をしていきます。受
講される先生方には、様々な観点から数学・数学教育を考
えていただければと思っています。今後の先生方の数学の
教育活動が、今までの経験を活かしつつもその枠にとらわ
れずに、より幅広い視点から発展していくことを願っておりま
す。

山崎　教昭（工学部教授）
矢島　幸信（工学部非常勤講師）
坂井　公（工学部非常勤講師）
何森　仁（数学教育協議会　常任幹事）

神奈川県横浜
市

18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭

中学校・高等学
校の数学科の教
諭、および専門教
科が算数の小学

校教諭

18,000円 30人
令和2年4月12日～
令和2年5月31日

令02-
30263-
504503号

045-481-5661

https://www.kanagawa
-
u.ac.jp/career/teaching
credential/

神奈川大学
【選択】物理・化学・生物の面白さ
を如何に分かりやすく教えるか

学校現場で扱う自然現象について、大学で行う学生実験を
実際に行いながら理解し、これら大学における実験や自然
観察が高校までの学習と、大学での新たな学びに基づいて
実行されていることを理解する。また、特別講義を聴講して、
大学での先端的研究の一部を実感する。さらに、普段の実
験や実習においてどのような工夫をして生徒に分かりやすく
教えているのか、各自の実践例紹介をもとに参加者全員で
質疑討論を行い、学校現場おいてこの研修で得た成果が具
体化されることを目指す。

中田　穣治（理学部教授）
加部　義夫（理学部教授）

神奈川県平塚
市

18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭

中学校・高等学
校の理科の教

諭、および専門教
科が理科である

小学校教諭

18,000円 20人
令和2年4月12日～
令和2年5月31日

令02-
30263-
504504号

045-481-5661

https://www.kanagawa
-
u.ac.jp/career/teaching
credential/
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令和２年度(第２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

神奈川大学
【選択】ICTを活用した授業設計と
思考力の育成　—電子黒板やタ
ブレット端末の活用—

小中高等学校の新学習指導要領において、児童生徒の情
報活用能力の育成や各教科等におけるＩＣＴ活用が明確に
規定されました。本講習では電子黒板やタブレット端末
（iPad）などICT機器を教師がどのように授業で活用し、生徒
の思考力を育成できるのかを理論と実践事例を交えながら
説明していきます。会場となる神奈川大学附属中・高等学校
では、全教室に電子黒板と無線LAN、iPadが整備されてい
ます。その学習環境を使って教師がどのようにICTを活用す
れば良いのか、また、そのような授業の効果・問題・質につ
いての理解を深めたうえで、授業設計と模擬授業を行いま
す。

小林　道夫（経営学部非常勤講師）
今野　貴之（明星大学　教育学部准教授）

神奈川県横浜
市

18時間
令和2年7月31日～
令和2年8月2日

教諭

中学校・高等学
校の教諭で、日
常の校務や授業
でICT機器（コン

ピュータ、タブレッ
ト端末、電子黒板
など）を使用して
いる人・使用した
いと考えている
人。免許教科は
問いません。

18,000円 30人
令和2年4月12日～
令和2年5月31日

令02-
30263-
504505号

045-481-5661

https://www.kanagawa
-
u.ac.jp/career/teaching
credential/

神奈川大学
【選択】弁護士と学ぶ法教育　～
アクティビティの体験を通して～

法教育は、法律の専門家ではない一般の人々が、ルール
や決まり、近代社会の仕組みの基礎にある価値や理念につ
いて理解し、考え方を身に付ける教育です。学校・学級内の
ルール作り、遠足や校外学修のルール作り、日直や清掃の
当番、席替え、そして多様な相談事が持ち込まれる保健室
など、学校では、ルールや揉め事について考える様々な場
面があります。法教育の基本理念と学校現場での実践報告
をもとに、受講者も参加し、実践に使える講習を行います。

井上　匡子（法学部教授）
鈴木　英夫（法学部特任教授）

神奈川県横浜
市

18時間
令和2年8月18日～
令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 18,000円 40人
令和2年4月12日～
令和2年5月31日

令02-
30263-
504506号

045-481-5661

https://www.kanagawa
-
u.ac.jp/career/teaching
credential/

女子美術大学
【選択】１　生徒指導のための教
育臨床心理学

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「どうするか」について考える。

前田　基成（芸術学部教職課程主任教授）
神奈川県相模
原市

18時間
令和2年8月18日～
令和2年8月20日

教諭
養護教

諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教
諭、養護教諭

19,000円 100人
令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
30274-
506750号

042-778-6694　
(内線： 2153)

http://www.joshibi.ac.jp

女子美術大学
【選択】2　刃物の研ぎから始める
ヒノキ材を用いた木彫作品制作

砥石を使って良く切れる鑿や彫刻刀の研ぎ方を体験し、そ
の刃物で木彫します。身近なものをモチーフにし、木地仕上
げの作品とします。材料は、長15×厚10.5×巾10.5(cm)のヒ
ノキ材です。

信太　司（立体アート専攻非常勤講師）
神奈川県相模
原市

18時間
令和2年8月18日～
令和2年8月20日

教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の図画
工作・美術の専

科教諭

21,000円 20人
令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
30274-
506751号

042-778-6694　
(内線： 2153)

http://www.joshibi.ac.jp

女子美術大学 【選択】3　コラグラフ

ラグラフとはコラージュ（貼る）する版画です。版面に様々な
素材（葉、布、糸など）や描画材で凹凸をつけて版を作りま
す。銅版画プレス機によって表情豊かなマチエールを写し取
ることができます。

阿部　大介（芸術学部洋画専攻准教授）
神奈川県相模
原市

18時間
令和2年8月18日～
令和2年8月20日

教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の図画
工作・美術の専

科教諭

20,000円 20人
令和2年4月13日～
令和2年4月24日

令02-
30274-
506752号

042-778-6694　
(内線： 2153)

http://www.joshibi.ac.jp

敬和学園大学
【選択】ソーシャルメディア時代の
情報流通

ソーシャルメディアの普及に伴う情報流通について、情報リ
テラシーとコンテンツ流通の2つの側面から考える。教育の
現場では、「情報モラル」が課題となっているが、本講座前
半は、これに加えて消費者教育やフェイクニュース対策とい
う3つの視点から、問題を捉え直す。後半では、「コンテンツ」
がどのように制作され流通しているかについて、今日のアニ
メコンテンツの制作や流通過程について、具体的な作品を
素材として解説する。
※この講習は令和元年度に開講した講習と同一内容です。
すでに履修認定済みの方は受講できませんのでご注意くだ
さい。

一戸　信哉（人文学部教授）
松本　淳（人文学部准教授）

新潟県新発田
市

6時間 令和2年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人

令和2年4月1日～
令和2年5月29日

(備考　一次募集：4月1
日～4月24日、二次募
集：5月7日～5月29日)

令02-
30289-
506618号

0254-26-2514
https://www.keiwa-
c.ac.jp/

新潟薬科大学
【選択】遺伝子組換え技術の進展
と将来展望

遺伝子組換え技術の発展は、様々な遺伝子組換え生物を
創成し、我々の生活への貢献度を高めているが、その安全
性について議論が過熱化している。講義では、植物、微生
物における遺伝子組換えの原理と産業への活用、さらに将
来展望について概説する。実験では、大腸菌へクラゲの緑
蛍光蛋白質遺伝子を導入し、大腸菌内における緑蛍光蛋白
質機能を確認する。最後に、遺伝子組換え技術の人類への
安全性を含めた利用価値を議論する。

髙久　洋暁（応用生命科学部教授）
相井　城太郎（応用生命科学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年7月27日 教諭
中学校教諭（理

科）、高等学校教
諭（理科・農業）

6,000円 50人
令和2年4月6日～
令和2年5月22日

令02-
30299-
503841号

0250-28-5302　
(内線： 1136)

http://www.nupals.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
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種
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新潟薬科大学
【選択】化学の最近のトピックスと
教育現場で使える簡単な実験

化学の最近のトピックスのうちいくつかを中学校や高等学校
の教科書に掲載されているような事柄と絡めて紹介する。特
に、最近話題のグリーンケミストリー分野については、演者
らの研究も一部紹介しながら、やや専門的な話題を提供す
る。また、現場の理科実験室で可能で、安価な材料で済み、
簡単でそれでいて生徒の興味を引くような、目に見える変化
が出る実験を紹介する。

新井　祥生（応用生命科学部教授）
中村　豊（応用生命科学部教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年7月28日 教諭
中・高校教諭（理

科）
6,000円 50人

令和2年4月6日～
令和2年5月22日

令02-
30299-
503842号

0250-28-5302　
(内線： 1136)

http://www.nupals.ac.jp
/

新潟薬科大学
【選択】学校教育から展開される
薬学教育と医薬品を取り巻くサイ
エンス

自分自身の健康に責任を持ち、予防に努め、必要に応じて
薬を正しく使用できる知識を子供の時から備えることが重要
であるとする社会の要請に基づき、学習指導要領では「くす
りの教育」の充実が謳われ、その指導に対する評価も重要
視されている。本講座では医薬品を取り巻く薬学という学問
は、学校教育の学習内容が基礎となっていることを理解した
上で、医薬品を取り巻く様々なサイエンスについて、実験な
どを通じて体験し、理解を深める。

飯村　菜穂子（薬学部准教授）
小林　靖奈（薬学部教授）
川原　浩一（薬学部准教授）
齊藤　幹央（薬学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年4月6日～
令和2年5月22日

令02-
30299-
503843号

0250-28-5302　
(内線： 1136)

http://www.nupals.ac.jp
/

新潟薬科大学
【選択】幼児・児童の心身ともに
健康で安全な生活を支援する
「薬学」からのアプローチ

人々の健康の維持は、心と体を十分に働かせ、高い意識を
もって生活を営むことから培われる。幼稚園教育要領にお
いても幼少期からの健康で安全な生活を営むための基盤づ
くりの重要性が示されている。本講座では幼児、児童が自
分の体を大切にし、清潔で安全な生活を送ることができる習
慣、態度を身に付けるための教育、関連事項について「薬
学、医療」をキーワードに解説する。

飯村　菜穂子（薬学部准教授）
富永　佳子（健康推進連携センター教授）
継田　雅美（薬学部教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年7月30日
教諭

養護教
諭

幼・小学校教諭、
養護教諭

6,000円 100人
令和2年4月6日～
令和2年5月22日

令02-
30299-
503844号

0250-28-5302　
(内線： 1136)

http://www.nupals.ac.jp
/

新潟薬科大学
【選択】「幼児・児童の健やかな成
長のための医・薬・食の基礎」

幼少期の教育は人格形成の基礎となり重要とされる。子供
達の教育指導では、健やかな成長に必要な環境を整備する
ことと同時に子供達一人一人が自分の価値や可能性を認
知し、他者を尊重し思いやる豊かな心を身に着け、心身とも
に健康で安全な生活を作り出す力、生きる力を培うことがで
きるよう導く必要がある。本講座では身体の形成やその機
能を理解し、生きるために重要な医・食と健康との関係や悪
とも善ともなり得る薬物に関することについて様々な角度か
ら講義する。

飯村　菜穂子（薬学部准教授）
山下　菊治（薬学部教授）
大坪　研一（応用生命科学部特任教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭
6,000円 50人

令和2年4月6日～
令和2年5月22日

令02-
30299-
503845号

0250-28-5302　
(内線： 1136)

http://www.nupals.ac.jp
/

新潟薬科大学
【選択】「幼児・児童の健やかな成
長のための医・薬・食の基礎」

幼少期の教育は人格形成の基礎となり重要とされる。子供
達の教育指導では、健やかな成長に必要な環境を整備する
ことと同時に子供達一人一人が自分の価値や可能性を認
知し、他者を尊重し思いやる豊かな心を身に着け、心身とも
に健康で安全な生活を作り出す力、生きる力を培うことがで
きるよう導く必要がある。本講座では身体の形成やその機
能を理解し、生きるために重要な医・食と健康との関係や悪
とも善ともなり得る薬物に関することについて様々な角度か
ら講義する。

飯村　菜穂子（薬学部准教授）
山下　菊治（薬学部教授）
大坪　研一（応用生命科学部特任教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭
6,000円 100人

令和2年4月6日～
令和2年5月22日

令02-
30299-
503846号

0250-28-5302　
(内線： 1136)

http://www.nupals.ac.jp
/

金沢学院大学 【選択】グローバル時代の教育

　近年の急速なグローバル化に対応した教育のあり方が求
められている中で、本講習では、多様な人々と共に生きる地
球時代に必要な資質・能力をどのように育んでいくかについ
て考えていく。21世紀の人間形成に資する新たな学びとは
何かを基盤に、具体的には「グローバル対話論」「グローバ
ルシチズンシップ」「多文化社会における価値教育」を中心
に論じていく。

多田　孝志（文学部教授）
小嶋　祐伺郎（文学部教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月18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
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503818号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

金沢学院大学
【選択】チーム学校とインクルーシ
ブ教育

　今日、我が国ではインクルーシブ教育の理念を実際にどう
実現していくかが大きな課題となっている。その実現のため
には、教職員だけでなく学校内外の多様な人材が協働し、
それぞれの専門性を生かして能力を発揮する「チーム学校」
による支援組織づくりが必須である。本講座では、上記の内
容の現状と課題を概説する。

米澤　利明（文学部教授）
藤森　慎一（文学部准教授）
佐囲東　彰（文学部准教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月24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
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503819号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】子どもの学びを支える保
育者の学びの世界　―「コトバ・カ
ラダ・イメージ」を整える―

　乳幼児期の教育の重要性が指摘される中、保育者が環境
構成の一部であり重要な位置を占めることに疑いはない。
保育者の重要性が強調される一方で、保育者自身の成長
や力量に関しては、個人的努力に委ねられる部分も多くあ
る。
　本講座では、保育者個人の成長のための考え方や手立て
について、「コトバ・カラダ・イメージ」を切り口に考えていきた
い。講座を通じて、保育者としての成長の意義や意味の理
解を深め、自身の成長が保育・子どもに還元されることにつ
いて構造的に理解できるよう参加者と意識を深めていきた
い。

奥泉　敦司（文学部講師） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月24日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 100人

令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503820号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学 【選択】日本語の文法

　日本語母語話者向けの<国語教育>や日本語非母語話者
向けの<日本語教育>のような教育現場において、<国語／
日本語>の文法がどのような形で取り上げられているかにつ
いて比較検討し、それぞれの文法概念の違いや接点、問題
点等について考察していく。
　さらに、<日本語学>で行われている<文法研究>が教育現
場に与える影響についても言及してゆく。

寺田　智美（文学部准教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校・高等学
校教諭（国語）

6,000円 20人
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503821号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】創作を活用した作品読解
の方法

　読む―書くを連動させた読解の方法を、実践を交えつつ学
ぶ。
　まず、設定された条件で、簡単な筋を創作し、その後、同じ
条件設定の近代文学の作品と比較して、作品の構成や表
現の特色を論理的に説明する。生徒の創作意欲、想像力を
刺激して文学作品に興味を抱かせつつ、作者の意図の理
解へと導いていく方法論である。

水洞　幸夫（文学部教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学
校教諭（国語）

6,000円 20人
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503822号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】古文・漢文相互の有機的
連関を目指して　－和漢比較の
観点を取り入れた古典の授業－

　中高の古典教育において、古文と漢文はそれぞれに独立
で互いに連関し合っていない傾向にあるのではないか。本
講習では、二つの科目をそれぞれ結びつけることで、学習
者がより効果的に我が国の伝統的な文化を学習していく方
途を探りたい。和漢比較文学研究の知見を取り入れつつ、
古文と漢文との連関を意識した教材及び授業のあり方につ
いて考究する。

井内　健太（文学部講師） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校・高等学
校教諭（国語）

6,000円 20人
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503823号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学 【選択】はじめての英語コーパス

ウェブ上で使用可能な代表的汎用コーパスであるBNC-web
を授業準備等に援用する方法や、学習者コーパスの活用法
を学ぶ。利用者登録から始め、語と語の組み合わせに関す
る調査などのタスクを通して、基本的なスキルを概観する。

坂東　貴夫（基礎教育機構准教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月25日 教諭
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 20人
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503824号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】歴史授業教材としての実
物史資料活用法の探究

　高校地歴科・中学社会科の授業においても求められること
になった「主体的・対話的で深い学び」を実践する上におい
て、実物史資料はその好適な教材となり得るように思われ
る。
　本講習ではこのような観点に基づき、まず古文書・古地
図・古銭などの実物史資料にも実際に触れてもらいながら
その特性に対する理解を深め、さらに主として歴史の授業
における活用法や展開例、あるいは方法論、指導上の留意
点などについて考究していく。

石崎　建治（文学部教授）
本多　俊彦（文学部准教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校教諭（社
会）・高等学校教
諭（地理歴史）

6,000円 20人
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503825号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/
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令和２年度(第２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

金沢学院大学
【選択】世界史教育の実践と歴史
学の動向

　大学における西洋史と東洋史の授業実践やそれぞれの近
年の研究動向を紹介しながら、いくつか具体的なテーマを取
り上げ、講義する。その上で、それらを中学校・高等学校の
歴史教育の場においてどう活かすかを考え、高大連携の学
びの可能性について検討する。

加来　奈奈（文学部講師）
佐々木　聡（文学部講師）

石川県金沢市 6時間 令和2年11月14日 教諭
中学校教諭（社
会）・高等学校教
諭（地理歴史）

6,000円 20人
令和2年3月19日～
令和2年10月8日

令02-
30306-
503826号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】教育場面における心理学
の実践

　教育場面において応用・活用できる心理学の知見につい
て講義する。
　前半は、認知学習心理学の視点から講義を行い、学習者
の注意の配分などに基づいて、授業の進め方や構成を検
討する。後半は、社会心理学の観点から講義を行い、集団
場面における人間の行動の特徴に基づいて、授業の進め
方や構成を検討する。

中﨑　崇志（文学部准教授）
室橋　弘人（文学部講師）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 40人
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503827号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】五感にうったえる美術教
育の工夫と研究

　石川県は工芸王国と称される。工芸の根幹に位置するも
のは技術力と意匠力であるが、それには五感を働かせるこ
とが不可欠と言えよう。
　本講座では、陶芸と漆芸を主軸としたワークショップを実施
すると共に、実際にろくろを用いて器物を制作する。併せて
金箔、顔料を含む工芸素材の学習も行う。受講者が自ら体
験することで、五感の刺激につながる学習・教育を考える。

市島　桜魚（芸術学部教授）
羽場　文彦（芸術学部准教授）
村谷　聡志（芸術学部講師）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校教諭（美

術）、高等学校教
諭（美術・工芸）

8,000円 10人
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503828号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】ICT機器の活用 －美術・
デザイン教育への応用－

①グラフィック系アプリケーションを美術教育に導入する方
法について体験する。
②プロジェクターを用いたトリックアートの制作を体験すると
同時に、創造教育への応用について考える。

荒川　昭広（芸術学部准教授）
広根　礼子（芸術学部准教授）
吉田　一誠（芸術学部准教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月20日 教諭

中学校・高等学
校教諭（美術）、
高等学校教諭

（情報）

6,000円 20人
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503829号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】ICTを活用したアクティブ
ラーニング

①タブレットやコンピュータを用い、共有フォルダー上でのア
イデア構築を体験する。
②ＩＣＴを駆使した動画配信機能により、遠隔授業や屋外と
教室のライブ中継による授業の構築、運営について体験を
とおして理解する。

岡田　政則（基礎教育機構教授）
飯田　栄治（芸術学部教授）
越田　久文（芸術学部准教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年12月26日 教諭

高等学校教諭
（情報）、ICT教育
に関心のある教

諭

6,000円 20人
令和2年3月19日～
令和2年10月8日

令02-
30306-
503830号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】スポーツ技能を支える運
動生理学的原理

　スポーツの基本動作として、打撃、投球、跳躍、走等を取り
上げる。それぞれのスポーツ技能の基礎となる、①高い運
動パワーの産生、②運動フォームの形成、③有効な運動の
戦術の観点から、運動原理を考える。その背景となっている
運動生理学的機序として、①伸張反射と弾性エネルギー、
②姿勢反射、③反応時間と予測との関係を取り上げて概説
する。
　さらに、脳の構造と機能局在、脳の賦活作用、筋収縮の調
節機序について概説する。

藤原　勝夫（人間健康学部教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月24日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭（保健体
育）、養護教諭

6,000円 40人
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503831号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】筋とエネルギーから見た
運動処方

　運動処方を行う際の基本的な留意事項を最初に説明す
る。その後、運動処方として行う運動内容を吟味する視点に
ついて、筋線維タイプ（速筋、遅筋）、エネルギー供給系
（ATP-PC系、乳酸系、有酸素系）、および運動強度の観点
から提示する。
　講習では、受講者が教室内でいくつかの運動を体験する
ことで理解を深めるような工夫を行う。

外山　寛（人間健康学部教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭（保健体
育）、養護教諭

6,000円 40人
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503832号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学 【選択】柔道の教授法

　柔道実技指導における様々な問題点や疑問にたいして現
実的な面からアドバイスし講義を行う。また、経験の浅い指
導者でも安全かつ効果的な指導が出来るように配慮し、そ
の方法を講義する。武道が必修となっていることを踏まえ、
学校教育の現場において柔道の役割を理解させるための
アドバイスを講義する。

渡辺　直勇（人間健康学部准教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月26日 教諭
中学校・高等学
校教諭（保健体

育）
6,500円 10人

令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503833号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.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

金沢学院大学
【選択】デフレと日本経済　～アベ
ノミクスと金融政策～

　日本経済はバブルの発生と崩壊による膨大な不良債権処
理を起因とする「失われた10年」と言われる経済状態を経験
し、現在に至っている。このような経済状況下において注目
されたのは、日本経済が陥っているデフレ・スパイラルから
どのように脱却するかという点である。その対策として採ら
れた経済政策がいわゆるアベノミクスである。
　本講習においては、アベノミクスの特徴・経緯・政策効果な
どを概観し、アベノミクスが日本経済全体や家計などの経済
主体に与える影響を考え,日本経済の現状を分かり易く伝え
指導する補助とする。

古谷　京一（経営情報学部教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校教諭（社
会）・高等学校教
諭（公民・商業）

6,000円 20人
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503834号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】Excelやプログラミングを
用いた経済データの分析法

　経済関係のニュース等で頻繁に取り上げられる、国内総
生産、消費者物価指数、失業率、株価指数、公示土地価格
などのデータを一般に公開されているウェブサイトから入手
し、戦後どのように日本経済が変化してきたかをExcelやR言
語を用いて分析する手法を紹介する。

石川　温（経営情報学部教授）
藤本　祥二（経営情報学部准教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月19日 教諭
高等学校教諭
（情報・公民・商

業）
6,000円 20人

令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503835号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学 【選択】日本経済の現状と課題

　この講義では、財政、マーケティング、労働の３つの視点
から日本経済の進むべき道を考える。
　①日本の財政と社会保障制度－財政の置かれた状況と
社会保障制度の展望
　②日本の労働事情―労働時間、メンタルヘルスについて
　③企業のマーケティング戦略―amazonなどのネット通販企
業等の具体例を通して

奥井　めぐみ（経営情報学部教授）
大野　尚弘（経営情報学部教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校教諭（社
会）・高等学校教
諭（商業・公民）

6,000円 20人
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
503836号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】子どもの学びを支える保
育者の学びの世界　―「コトバ・カ
ラダ・イメージ」を整える―

　乳幼児期の教育の重要性が指摘される中、保育者が環境
構成の一部であり重要な位置を占めることに疑いはない。
保育者の重要性が強調される一方で、保育者自身の成長
や力量に関しては、個人的努力に委ねられる部分も多くあ
る。
　本講座では、保育者個人の成長のための考え方や手立て
について、「コトバ・カラダ・イメージ」を切り口に考えていきた
い。講座を通じて、保育者としての成長の意義や意味の理
解を深め、自身の成長が保育・子どもに還元されることにつ
いて構造的に理解できるよう参加者と意識を深めていきた
い。

奥泉　敦司（文学部講師） 石川県金沢市 6時間 令和2年11月14日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 150人

令和2年3月19日～
令和2年10月8日

令02-
30306-
503837号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】子どもの学びを支える保
育者の学びの世界　―「コトバ・カ
ラダ・イメージ」を整える―

　乳幼児期の教育の重要性が指摘される中、保育者が環境
構成の一部であり重要な位置を占めることに疑いはない。
保育者の重要性が強調される一方で、保育者自身の成長
や力量に関しては、個人的努力に委ねられる部分も多くあ
る。
　本講座では、保育者個人の成長のための考え方や手立て
について、「コトバ・カラダ・イメージ」を切り口に考えていきた
い。講座を通じて、保育者としての成長の意義や意味の理
解を深め、自身の成長が保育・子どもに還元されることにつ
いて構造的に理解できるよう参加者と意識を深めていきた
い。

奥泉　敦司（文学部講師） 石川県金沢市 6時間 令和2年12月26日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 50人

令和2年3月19日～
令和2年10月8日

令02-
30306-
503838号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢工業大学
【選択】幼保・小・中・高の発達の
段階に即したキャリア教育

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、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。

白木　みどり（基礎教育部教授）
石川県野々市
市

6時間 令和2年8月4日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、認定こども園
（幼稚園型、幼保
連携型）の教諭、

養護教諭

6,000円 30人
令和2年5月18日～
令和2年6月19日

令02-
30307-
504417号

076-294-6402　
(内線： 2472)

http://www.kanazawa-
it.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

金沢星稜大学 【選択】魅力ある体育を目指して

多様な学習者に対し、スポーツの多様な魅力について多面
的に学びます。具体的にはスポーツ心理・スポーツ経営を
中心とし，スポーツに関する基本的な内容を確認していきま
す。さらに、これらを活用しながら「魅力ある体育授業・体育
的行事・運動部活動とは何か」について考え、実践するため
の方策などについて学びます。

門岡　晋（人間科学部講師）
櫻井　貴志（人間科学部教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中、高保健体育

教諭
6,300円 20人

令和2年3月16日～
令和2年7月31日

令02-
30308-
505054号

076-253-3869
http://www.seiryo-
u.ac.jp/u/

金沢星稜大学
【選択】タブレット端末の活用と授
業力

今後急速に学校現場に普及が進むと思われるタブレット端
末を題材に、授業設計の概念や基本理論について、目標分
析と目標設定の重要性について確認します。そして各教科
学習、総合的な学習の時間、および外国語活動。外国語科
において「一斉学習」「個別学習」「協働学習」の場面を設定
し、その活用事例を実際にタブレット端末を使いながらワー
クショップ形式で学ぶことを目指します。

清水　和久（人間科学部教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,300円 20人
令和2年3月16日～
令和2年7月31日

令02-
30308-
505055号

076-253-3869
http://www.seiryo-
u.ac.jp/u/

金沢星稜大学 【選択】園内の協力体制づくり

保育の質を高めるために、園内の協力体制づくりは欠かす
ことのできない重要な取り組みとなります。本講座では、園
内の初任、中堅、ベテランが手を取り合って保育の質を高め
ていく園内研修の方法を学びます。

開　仁志（人間科学部教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,300円 30人
令和2年3月16日～
令和2年7月31日

令02-
30308-
505056号

076-253-3869
http://www.seiryo-
u.ac.jp/u/

金沢星稜大学
【選択】通常学級の中での特別支
援教育

「特殊教育」が障害の種類や程度に応じて，特別な場で行う
教育であったのに対し，特別支援教育は，障害のある子ど
も一人一人の教育的ニーズに応じた支援を多様な場で行う
教育です。発達障害（注意欠陥多動性障害，学習障害等）
のある子どもは，通常学級がその主たる教育の場になるた
め，学校の全教員が特別支援教育に携わっていることにな
ります。この講座は，通常学級担当教員を対象に特別支援
教育の理念・制度等，通常学級での発達障害児への指導
方法及び心理的支援・教育相談等を学びます。

河野　俊寛（人間科学部教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,300円 40人

令和2年3月16日～
令和2年7月31日

令02-
30308-
505057号

076-253-3869
http://www.seiryo-
u.ac.jp/u/

金沢星稜大学
【選択】子どもの身体表現を生か
した音楽活動

子どもたちは歌ったり、音を出したり、動いたりすることで、
自分の気持ちを高揚させ、周りの子どもとかかわり、クラス
全体、空間全体で楽しさを共有していくことができます。この
ような子どもの姿の背景には、保育者・教育者の子どもに対
する思いや子どもの表現を引き出す仕掛けがあるはずで
す。子どもの身体表現を生かして音楽活動を行っていく意義
や方法について、理論や実践を通して共に考え学びます。

連　桃季恵（人間科学部助教） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月24日 教諭 幼稚園教諭 6,300円 30人
令和2年3月16日～
令和2年7月31日

令02-
30308-
505058号

076-253-3869
http://www.seiryo-
u.ac.jp/u/

金沢星稜大学 【選択】児童の表現力の向上

オペラ、「ヘンゼルとグレーテル」の場面想定を行い「表現す
る」ことにスポットをあてます。総合芸術と言われる「オペラ」
の一場面を、音楽では発声法や歌唱力を中心に、図画工作
では実際に小道具や衣装の作成を中心に、体育では身体
表現を中心に総合的に造り上げるプロセスを体験します。そ
の過程で、コミュニケ―ション力、表現力、「発想」から「表
現」するまでのスキルを得ることを目指します。なお、幼小連
携の観点から幼稚園教諭も対象とする。

直江　学美（人間科学部准教授）
池上　奨（人間科学部教授）
丸井　一誠（人間科学部講師）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月10日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
7,800円 30人

令和2年3月16日～
令和2年7月31日

令02-
30308-
505059号

076-253-3869
http://www.seiryo-
u.ac.jp/u/

金沢星稜大学
【選択】教科指導・学級経営に生
かす体験活動

体験活動の教育的意義や学習指導要領との関わりを理解
し、その指導法や安全管理等について知ることで、教科指
導に生きる体験活動のあり方について学びます。また、演習
（グループ活動、野外活動等）を多く交えて体験的・実践的
に学び、子供の目線で振り返ることにより、体験活動を学級
経営に生かす知識や技能を身に付けることを目指します。

井上　好人（人間科学部教授）
池田　幸應（人間科学部教授）
芥川　元喜（人間科学部准教授）

石川県羽咋市 18時間
令和2年8月19日～
令和2年8月21日

教諭
小学校教諭、中

学校教諭
18,840円 36人

令和2年3月16日～
令和2年7月31日

令02-
30308-
505060号

076-253-3869
http://www.seiryo-
u.ac.jp/u/
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北陸学院大学 【選択】子どもの食事と健康

近年、私たちの食生活の乱れは目に余る問題であり、各世
代における食育の重要性、必要性が強調されている。とりわ
け小児期の適切な食生活の営みや乳幼児期の食事は、身
体の健康増進だけでなく「こころ」の適切な育ちを導く。この
観点に立って、幼稚園や小学校における子どもの適切な食
生活のあり方について、講義と実習を行いながら子どもの
食生活について考察する。

新澤　祥恵（短期大学部食物栄養学科教授）
田中　弘美（短期大学部食物栄養学科准教授）
三田　陽子（短期大学部食物栄養学科講師）
俵　万里子（短期大学部食物栄養学科講師）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月4日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
7,000円 40人

令和2年3月16日～
令和2年6月12日

令02-
30311-
505635号

076-280-3850
https://www.hokurikuga
kuin.ac.jp/univ/

北陸学院大学 【選択】グローバル時代の教育

英語コミュニケーション：英語コミュニケーションのための英
語音声学の基礎を講義や演習によって身に付ける。
多文化共生論：多文化化が進展する日本における教育につ
いてグローバライゼーションの観点から考える。

宮浦　国江（人間総合学部子ども教育学科教
授）
俵　希實（人間総合学部社会学科教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（英語）

6,000円 15人
令和2年3月16日～
令和2年6月12日

令02-
30311-
505636号

076-280-3850
https://www.hokurikuga
kuin.ac.jp/univ/

北陸学院大学 【選択】楽しく学ぶ生活科・理科

生活科：活動や体験を楽しみながら自ら学ぶ生活科の授業
について体験を通して考える。
理科：理科嫌いをなくし主体的学習を具体化する指導法に
ついて体験を通して考える。

戸田　教一（教職相談支援室担当）
福江　厚啓（人間総合学部子ども教育学科講
師）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月6日 教諭 小学校教諭 7,000円 15人
令和2年3月16日～
令和2年6月12日

令02-
30311-
505637号

076-280-3850
https://www.hokurikuga
kuin.ac.jp/univ/

松本大学 【選択】南極の魅力とその教材化

地球最後の秘境と言われる南極。昭和基地では、想像を超
える美しい自然や、過酷な中でも力強く生き抜く動物たち、
互いに助け合って研究を続ける隊員たちの姿に触れること
ができます。どれも次代を担う子どもたちにとっては貴重な
教材です。本講座では、南極観測の現状を迫力の動画映像
や具体資料等に触れることを通して感得し、今日の環境問
題や道徳的諸価値等の観点から教材化することを試みま
す。

澤柿　教淳（教育学部准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年6月6日 教諭

幼稚園、認定こど
も園、小学校、中
学校・義務教育
学校・高等学校・
中等教育学校
（理科・環境教

育）、特別支援学
校教諭向け

6,000円 25人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505061号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】ディベートとゲームで学ぶ
道徳：進化心理学的アプローチ

道徳の教授内容を支える学問的基盤は倫理学、宗教学、法
学などの文系学問や、教育実践に基づく経験知です。この
講座では、科学的な学問である進化生物学に基づいて愛他
行動の意義を知り、社会心理学の研究手法でもあるゲーム
理論を通して愛他行動の利点を実習することで、道徳の科
学的基盤を学びます。また、どうしても「嘘っぽく」なりがちな
道徳教育をディベートによって深く議論することで「嘘っぽさ」
の排除ができることも学びます。

守　一雄（教育学部教授） 長野県松本市 6時間 令和2年6月14日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505062号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学 【選択】金融教育と銀行実務

金融教育は、お金や金融の働きを理解し、自分の暮らしや
社会について深く考え、自分の生き方や価値観を磨きなが
ら、より豊かな生活やよりよい社会づくりに向けて、主体的
に行動できる態度を養う教育です。小学生・中学生・高校生
と、段階に応じ、金融教育が必要であり、本講習は、「人生
のデザインとお金」「お金の知恵」などを解説し、併せて銀行
実務を説明します。金融教育を行うための基本的かつ実践
的な知識を習得します。

飯塚　徹（松商短期大学部准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年6月20日 教諭

小学校、中学校・
義務教育学校・
高等学校・中等

教育学校（社会、
公民、総合、職
業、商業）、特別
支援学校教諭向

け

6,000円 20人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505063号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】ディベートとゲームで学ぶ
生徒指導：進化心理学的アプ
ローチ

生徒指導は教科指導と違ってそれを支える学問的基盤が脆
弱です。心理学が学問的基盤の一つではあるが、その成果
は断片的で、実状は教育実践から得られた経験知に支えら
れたものとなっています。この講座では進化心理学に基づ
いて、新しい視点から生徒指導の可能性を探ります。また、
ゲーム理論を通して人間関係について実習したり、ディベー
トによって深く議論したりすることで「生徒指導の意義」につ
いても考えます。

守　一雄（教育学部教授） 長野県松本市 6時間 令和2年6月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 36人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505064号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

松本大学
【選択】自然の本質と今日的課題
を見据えた理科教材の作り方

理科の学習では、子どもが心を揺さぶられ思考を組み替え
ながら自然の本質に向かう局面が大切である。手作りの教
材のよさは、子どもの素朴概念を生かす視点を多く潜ませる
ことができる点だと言えます。本講座では、実際に教材を作
成することを通して、基本的な工具の使い方、子どもの思考
の道筋、授業を活性化させる手立て等を学ぶ。作成上の留
意点として「安全なこと、美しいこと、説明教材にならないこ
と」を確認します。また、今日的な課題として、ARに技術を用
いた道具に実際に触れてその教材性を議論したり、プログ
ラミングでトイドローンを操作したりする体験の場を設けま
す。

澤柿　教淳（教育学部准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年7月4日 教諭

認定こども園、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

（理科）、特別支
援学校教諭向け

6,000円 20人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505065号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】体質に関わる遺伝子型解
析実験

ヒトの体質に関わる遺伝子型を解析します。同じエネルギー
量を摂食していても、一方は太りやすく、もう一方は太りにく
いなどの差異があります。これは、食物アレルギーなどに対
する応答と同様に体質の違いによるものです。体質の違い
は遺伝子型の違いによるため、遺伝子型に基づいた各自の
体質特性を知った上で食や健康に対する指導を行う方が効
果的です。そのため、教員自らが遺伝子型解析を体験し理
解しておく必要があります。

山田　一哉（人間健康学部教授）
髙木　勝広（人間健康学部教授）
浅野　公介（人間健康学部助手）

長野県松本市 6時間 令和2年7月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505066号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】論理的文章の読み方・書
き方

2022年度以降実施する高校の学習指導要領では、国語の
必修科目として、書く力や話す力などを養う「現代の国語」が
「言語文化」とともに新設されます。義務教育段階における
論理的文章の読み方・書き方の力を伸ばす観点から、論理
的文章の読み方の指導例を示すとともに、論理的文章を書
く指導法の一例を提示します。担当講師による模擬授業を
通して、実際に「論理的な文章」を記述し、評価・添削を実施
します。

國府田　祐子（教育学部准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年7月26日 教諭
小学校、中学校・
義務教育学校

（国語）教諭向け
6,000円 40人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505067号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】発達上の困難・課題を有
する非行少年の理解と支援

学校教育においても児童生徒の行動上の問題と早期の対
応が課題となっています。発達障害と非行は直接的に結び
つくのではなく、そこには環境要因など多様な要因が影響し
ています。本講義を通して、少年非行・矯正教育分野におけ
る発達障害等の発達困難を有する少年の現状と発達支援
の課題を学ぶことで、学校教育における早期の予防的対応
や具体的な機関連携・地域支援ネットワーク構築のきっかけ
となることが予想されます。

内藤　千尋（教育学部専任講師） 長野県松本市 6時間 令和2年8月1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 35人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505068号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】子どもの理解に役立つ心
理療法の考え方

今日の学校教育においては、教師と生徒の関係性が非常
に重要であると考えられます。本講座では、生徒指導や部
活動指導（あるいは保護者対応）等の場面において、真に、
深く生徒を理解し、対応していくために役立つであろう臨床
心理学の考え方について学びます。また、参加者が実際に
直面した事例について、参加者全員でその事例を共有し検
討します。

齊藤　茂（人間健康学部准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年8月6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、また
は部活動・生徒

指導を行っている
教諭向け

6,000円 30人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505069号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】子どものアレルギー対
応、基礎から応用まで（給食を主
とした対応）

本講座は、子どもの患者数が増加し、重症者も少なくない食
物アレルギーについて、最新かつ正しい知識を身に着け、
給食の現場や食育で実践できるようになる事を目標としてい
ます。具体的には除去食対応をする際の注意点、献立の展
開や作業工程の管理、食育活動や工作における注意点、
行事等の対処について、講義、実習ならびに演習を通じて
学びます。

沖嶋　直子（人間健康学部専任講師） 長野県松本市 6時間 令和2年8月6日
栄養教

諭
栄養教諭向け 6,000円 8人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505070号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

松本大学
【選択】食から考える教員のため
の健康講座

私たちは生涯にわたり、心身の健康増進と豊かな人間性を
育んでいく必要があります。これは児童・生徒だけではなく、
学校で働く教職員も同様です。本講習では、学校現場で働く
教員が健康的で豊かな生活を送る一助として、食をテーマ
にさまざまな事例を扱います。正しい知識と生活習慣をもと
に、教員自身はもちろん、学校現場全体の健康意識の向上
や児童・生徒への食育にも役立てていただければと考えて
います。

水野　尚子（人間健康学部助手） 長野県松本市 6時間 令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505071号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】子どもがゲーム理解をす
るボールゲームの授業をつくる

現在日本の学校体育で行われているボールゲームは、「め
あて学習」や「戦術学習」の学習スタイルで指導されていま
す。しかし、学習者である子どもの側から観察すると、どちら
も教師側の理論で構成され、学習者のゲーム理解が促進さ
れているとは思えません。そこで、学習者が主体的にゲーム
に参加をする考え方を提案し、現場の先生方が、ボール
ゲームの授業デザインの一助になる講習会にしたいと考え
ています。

濱田　敦志（教育学部准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年8月29日 教諭

幼保連携型認定
こども園、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（保

健体育）、特別支
援学校教諭向け

6,000円 30人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505072号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】小学校教員実力養成講
座（算数科指導と学級経営）

新学習指導要領(算数)のキーワードには、「数学的な見方・
考え方」「数学的活動」「数学的に考える」等があります。こ
れらの言葉の意味を考え、具体的にどのような実践をしたら
よいか考えていきます。また、教室には様々な子ども達がい
る中で、どのように算数指導を進めていけばよいか考えま
す。指導の方法論だけでなく、教材研究を通した実践を考え
ていきます。改めて「なぜ何のために算数を教えるのか？」
という問いを考えるようにしたいと考えています。

増田　吉史（教育学部教授）
佐藤　茂太郎（教育学部専任講師）

長野県松本市 6時間 令和2年9月5日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505073号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】結婚と結婚式、その変遷
と現状

社会の最小単位となる家族は結婚から始まります。結婚の
重要性や良さを認識することにより、ひいては少子化対策に
役立ちます。結婚式や結納を通して、日本の伝統文化や風
習、或いは礼儀作法やマナーを学ぶこともできます。現在
サービス産業全体として「おもてなし」「ホスピタリティ」が求
められております。「結婚と結婚式　その変遷と現状」を知る
ことは、小・中・高のキャリア教育にも役立つと考えられま
す。

小澤　岳志（松商短期大学部専任講師） 長野県松本市 6時間 令和2年9月6日 教諭

幼保連携型認定
こども園、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（社

会、地理歴史、公
民、総合、職業、
宗教）、特別支援
学校教諭向け

6,000円 30人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505074号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】子どものアレルギー対
応、基礎から応用まで（幼保対
象）

本講座は、子どもの患者数が増加し、重症者も少なくない食
物アレルギーについて、最新かつ正しい知識を身に着け、
幼稚園児や保育園児、認定こども園児に対して実践できる
ようになる事を目標としています。具体的には給食時の対応
や誤食・発症した際の対応、食育活動や工作における注意
点、行事等の対処について、講義、実習ならびに演習を通じ
て学びます。

沖嶋　直子（人間健康学部専任講師） 長野県松本市 6時間 令和2年9月13日 教諭
幼保連携型認定
こども園、幼稚園

教諭向け
6,000円 25人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505075号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】保幼小接続期におけるわ
らべうたの教育的意義とワーク
ショップ

幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の実現に向け
て、保育者と小学校教諭の相互理解による協働的な取り組
みが重要となります。わらべうたは伝統文化としての歌を伴
う伝承遊びであり、幼児期から児童期に欠かせないもので
すが、現代社会ではなかなか継承されなくなっています。今
回の幼稚園教育要領の「環境」領域に「わらべうた」が明記
されたことを受け、その教育的意義を理論と実践を通して学
びます。

安藤　江里（教育学部専任講師） 長野県松本市 6時間 令和2年9月19日 教諭

幼保連携型認定
こども園、幼稚
園、小学校教諭

向け

6,000円 30人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505076号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

松本大学
【選択】救命救急法(心肺蘇生法：
ＣＰＲとＡＥＤ)

この講習科目は、American Heart Association（米国心臓協
会）のBasic Life Support(救命措置)プログラムの救急処置
を基準とした内容により構成されています。具体的には、傷
病者の観察、救急蘇生法、止血、気道閉塞などの救急処置
の基本から実践までを学習します。

山本　薫（人間健康学部准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年10月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505077号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】子どものアレルギー対
応、基礎から応用まで（小学生以
上対象）

本講座は、子どもの患者数が増加し、重症者も少なくない食
物アレルギーについて、最新かつ正しい知識を身に着け、
小学校以上の児童生徒に対して実践できるようになる事を
目標としています。具体的には給食時の対応や誤食・発症
した際の対応、食育活動や図工における注意点、行事等の
対処について、講義、実習ならびに演習を通じて学びます。

沖嶋　直子（人間健康学部専任講師） 長野県松本市 6時間 令和2年10月4日 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
支援学校教諭向

け

6,000円 25人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505078号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】子どもの食育から学ぶ　
基礎編・応用編

子どもの心と発育や発達のためには、幼児期における食習
慣の確立や幼児を取り巻く環境の整備が大切であります。
「食育基本法」が制定されたことを受け、早い時期（幼児期）
から、よりよい食習慣を確立するために食育の基礎編・応用
編を学びます。一食分の弁当づくりから栄養素バランスのよ
いかたちを知ることで教育現場において園児・児童・生徒や
保護者へのアプローチができる食育指導展開に繋げます。

水野　尚子（人間健康学部助手） 長野県松本市 6時間 令和2年10月10日
教諭

栄養教
諭

幼保連携型認定
こども園、幼稚

園、小学校教諭、
栄養教諭向け

6,000円 20人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505079号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】「絵本や童話を活用した
読み聞かせによる指導の効果」

幼稚園カリキュラムでは、幼児の知的関心や情緒の発達の
ために、適切な童話や絵本を読み聞かせることは非常に効
果的です。読み聞かせを行うには、童話や絵本などの教材
選定、読み聞かせ技術の向上、幼児の関心の集め方、適切
なタイミングの取り方など多くの要素を考慮する必要があり
ます。本講習では、保育者育成指標が策定されている最新
事情を踏まえ、読み聞かせの指導技術を参加者相互で高
め、その効果について検討します。

山﨑　保寿（人間健康学部教授） 長野県松本市 6時間 令和2年10月11日 教諭
幼保連携型認定
こども園、幼稚園

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月11日～
令和2年5月10日

令02-
30322-
505080号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学
【選択】授業で使える物理実験講
習会

高等学校「物理」で生徒実験や教員の演示実験で扱う実験
について、実験を成功させるためのポイントや授業で生徒に
印象付けるための話の持って行き方のコツを、ワークショッ
プ形式で実際に実験を行いながら学びます。なお、本講習
は高等学校理科（物理）教育と義務段階での理科教育との
接続の観点から、中学校（理科）教諭も対象とします。

室谷　心（総合経営学部教授）
奥原　靖彦（長野県教育委員会高校教育指導
係指導主事（現職））
増子　寛（元麻布高校教諭教務主任）
湯口　秀敏（法政大学理工学部　非常勤講師
（現職））

長野県松本市 6時間 令和2年11月29日 教諭

中学校・義務教
育学校・高等学
校・中等教育学

校教諭（理科、物
理、総合）向け

6,000円 20人

令和2年3月30日～
令和2年5月10日

(備考　3月30日～４月
10日は、卒業生、及び
同一法人の教員先行

募集期間。一般募集は
4月11日から。)

令02-
30322-
505081号

0263-48-7260　
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

朝日大学
【選択】スポーツ科学の知識を活
かした体育科教育の試み

　学習指導要領が変わり、新たな視点に基づいた体育科教
育が求められます。本講習では、特に人文社会学系のス
ポーツ科学に関する最新の知識を習得していただくと共に、
これらを生かした体育科教育の方法を検討する場として設
定しました。

簗瀬　歩（保健医療学部健康スポーツ科学科教
授）

岐阜県瑞穂市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校・中学校・
高等学校　保健

体育　教諭
6,000円 30人

令和2年4月22日～
令和2年5月7日

令02-
30325-
504145号

058-329-1079
http://www.asahi-
u.ac.jp/

朝日大学
【選択】地元を知って商品開発、
観光地域づくり　～授業に活かせ
る地域調査とデザイン思考～

　地域に貢献していくためには、世界、東京とは異なり、か
つ地元の人が気づいていない地域の特徴を踏まえて、商品
開発や観光地域づくりを行う必要があります。
　本講座の前半では、知られざる地元の魅力を発見し誇りを
持つことの重要性と、その方法を学んでいきます。
　後半では前半の内容を踏まえつつ、アクティブラーニング
に役立つ商品開発や観光地域づくりのためのデザイン思考
をワークショップ形式で学びます。

畦地　真太郎（経営学部教授）
中畑　千弘（経営学部教授）

岐阜県瑞穂市 6時間 令和2年8月4日 教諭
高等学校商業　

教諭
6,000円 30人

令和2年4月22日～
令和2年5月7日

令02-
30325-
504146号

058-329-1079
http://www.asahi-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

朝日大学
【選択】情報技術革新(AI, IoT, ロ
ボット)がもたらす物流革命

 人工知能（AI）やあらゆるモノがネットにつながるＩoＴ活用が
進んでいます。顧客のニーズと、それを支える物流の現場
は両立できるのでしょうか。
 情報技術の進展が目覚ましい物流現場を大きく変える、驚
きの現状を概説します。具体的には、新しい運搬手段として
ドローン技術など、人工知能とIoTを統合した新しい情報活
用技術の研究成果がどこまで進んでいるのかを考察しま
す。

土井　義夫（経営学部教授）
矢守　恭子（経営学部教授）

岐阜県瑞穂市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校・中学校・
高等学校　情報
科目担当教諭

6,000円 30人
令和2年4月22日～

令和2年5月7日

令02-
30325-
504147号

058-329-1079
http://www.asahi-
u.ac.jp/

朝日大学
【選択】法律で読み解く「最新の
社会事情」

　近年、学校教育において法教育への取り組みが盛んにな
されています。その重要性は昨今の選挙権年齢の引き下げ
に伴って強調される主権者教育にも表れてきます。
　法教育とは「法的なものの考え方」を身に付けることです
が、そのためには日頃の生活に関わる身近な法律問題を素
材に考えることが効果的です。
　本講習では、こうした観点から、消費者教育・国際情勢を
取り上げ「法的なものの考え方」について理解を深めてもら
いたいと思います。

杉島　正秋（法学部教授）
梶谷　康久（法学部講師）

岐阜県瑞穂市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校・中学校・
高等学校　社会、

公民担当教諭
6,000円 30人

令和2年4月22日～
令和2年5月7日

令02-
30325-
504148号

058-329-1079
http://www.asahi-
u.ac.jp/

岐阜女子大学
【選択】家庭科教諭・栄養教諭の
実践的な指導力の向上を目指し
て

　我が国の食生活については様々な課題がある。子どもの
将来の健康寿命延伸に向けて、小学生から中学生・高校
生・大学生までの食生活等の実態について学び、学校・家
庭・地域の連携も含めた教員としての使命と職務について
再認識するとともに、体験に基づく交流や実験・実習等の活
動を通して実践的な指導力の向上を図る。
　この講習では「家庭科教諭・栄養教諭の使命と職務」を
テーマに、教員としての使命と職務を再確認する。

土屋　ひろ子（家政学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月7日
教諭

栄養教
諭

中学校・高等学
校の家庭科教
諭、栄養教諭

6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　岐阜県内現職
教員募集期間：4月2日
～4月9日、一般募集期
間：4月22日～5月7日)

令02-
30328-
504446号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】食生活を営む実践的な力
を向上させるための指導を考え
る。

　子どもたちの食生活は、偏った栄養摂取や肥満傾向の増
加・痩身願望、生活習慣病の若年化など課題がある。その
中で、児童生徒へ食に関する教育が果たす役割は大きく
なっている。よって、児童生徒と食物とのかかわりを通して、
食生活を営む力を育成し向上させたい。体験や実習、実践
を交流することにより指導力に繋げ、これらの活動より自ら
資質向上を図る研修とする。

和田　玲子（家政学部講師） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月21日
教諭

栄養教
諭

中学校・高等学
校の家庭科教
諭、栄養教諭

6,500円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　岐阜県内現職
教員募集期間：4月2日
～4月9日、一般募集期
間：4月22日～5月7日)

令02-
30328-
504447号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】食物アレルギーの対応食
について

　食物アレルギー対応として、除去食や代替食、弁当持参な
どの対応がなされている。しかし、アレルギー児にとって皆と
異なる給食であることは精神的な苦痛を伴う場合もあり、個
別対応は人手と時間を要する。そこで、三大アレルゲンであ
る小麦、卵、乳は料理のとろみ付けや揚げ物の衣、つなぎ
などにも使用されていることから、アレルギーの有無に関わ
らず皆が食べられる小麦、卵、乳を使用しない人気給食レシ
ピを検討する。

大場　君枝（家政学部助教） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月27日
教諭

栄養教
諭

中学校・高等学
校の家庭科教
諭、栄養教諭

6,300円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　岐阜県内現職
教員募集期間：4月2日
～4月9日、一般募集期
間：4月22日～5月7日)

令02-
30328-
504448号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】漢字仮名交じりの書・少
字数書作品の実技指導法

　近代以降の書道界の実情を確認し、また「筆・墨・硯・紙」
を中心とした文房四宝の知識も概説して、創作作品「漢字仮
名交じりの書」及び「少字数書」の実技指導法について講ず
る。受講者には、この二種の作品づくりを課し、技能の向上
を図る。

野中　浩俊（文化創造学部教授）
中根　安治（文化創造学部教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月7日 教諭
高等学校の書道

科教諭向け
6,600円 12人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　岐阜県内現職
教員募集期間：4月2日
～4月9日、一般募集期
間：4月22日～5月7日)

令02-
30328-
504449号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp
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令和２年度(第２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

岐阜女子大学
【選択】教科・特別活動に活かせ
る体験活動【高山市乗鞍】

　学習指導要領において推奨される体験活動の意義につい
て理解するとともに、児童・生徒の集団宿泊活動を効果的に
実施するための基本的な指導技術習得を、国立乗鞍青少
年交流の家（高山市）にて、1泊2日の実践的研修とし行う。2
つの密接に関連する領域を実施する。①「教育の課題に関
する理解と対応」において、学校教育における体験活動の
意義と学級経営に活かす体験活動のあり方を理解する。②
「体験活動に関する理解と技能の習得」において、体験活動
中の安全対策、野外炊事等の基礎技術と指導方法などを
実践的に習得する。

井上　透（文化創造学部教授）
直井　秀樹（文化創造学部非常勤講師）
村松　史貴（文化創造学部非常勤講師）

岐阜県高山市 12時間
令和2年7月22日～
令和2年7月23日

教諭
幼稚園・小学校・
中学校の教諭向

け
16,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　岐阜県内現職
教員募集期間：4月2日
～4月9日、一般募集期
間：4月22日～5月7日)

令02-
30328-
504450号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】主体的・対話的で深い学
びの実現を考える

学習指導要領の全面実施を見据え、新しい学校学習指導
要領における主体的・対話的で深い学びの実現に対する知
見を習得することにより、具体的な教育実践や学習環境に
対応させながら、様々な問題に対する組織的な対応力や実
践的指導力を考える。

久世　均（文化創造学部教授）
高橋　正司（家政学部教授）
横山　隆光（文化創造学部教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月5日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭向け

6,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年6月26日

令02-
30328-
504451号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】主体的・対話的で深い学
びの実現を考える

学習指導要領の全面実施を見据え、新しい学校学習指導
要領における主体的・対話的で深い学びの実現に対する知
見を習得することにより、具体的な教育実践や学習環境に
対応させながら、様々な問題に対する組織的な対応力や実
践的指導力を考える。

久世　均（文化創造学部教授）
高橋　正司（家政学部教授）
横山　隆光（文化創造学部教授）

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月5日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭向け

6,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年6月26日

令02-
30328-
504452号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】教育資料を教育に活かす
方法について考える

教育資料について、過去・現在・未来の時系列的なプロセス
の中で、何をどのように保存（保管）すれば、現在の地域や
学校の教育課題の解決や教育研究に役立つか、伝統・文
化の教育に関わる資料を事例にして考える。また、具体的
に地域の自然と文化の教育資料を活用した授業づくりを考
える。

谷　里佐（文化創造学部教授）
後藤　忠彦（大学院文化創造学研究科教授）
瀬ノ上　裕（文化創造学部教授）
菊池　真也（文化創造学部教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2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
校の教諭向け

6,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年6月26日

令02-
30328-
504453号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】教育資料を教育に活かす
方法について考える

教育資料について、過去・現在・未来の時系列的なプロセス
の中で、何をどのように保存（保管）すれば、現在の地域や
学校の教育課題の解決や教育研究に役立つか、伝統・文
化の教育に関わる資料を事例にして考える。また、具体的
に地域の自然と文化の教育資料を活用した授業づくりを考
える。

谷　里佐（文化創造学部教授）
後藤　忠彦（大学院文化創造学研究科教授）
瀬ノ上　裕（文化創造学部教授）
菊池　真也（文化創造学部教授）

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2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
校の教諭向け

6,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年6月26日

令02-
30328-
504454号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】学習指導要領とカリキュラ
ム・マネジメントについて考える

中央教育審議会答申において、学校が抱える多様な課題
に対応したり新たな学びを展開できる実践的な指導力を身
につけたりするためには、教員自身が探求力を持ち学び続
ける存在であるべきであるという「学び続ける教員像」の確
立が提言されている。真の意味で「学び続ける教員像」を具
現化していくための教師の在り方と学習指導要領の改訂の
ポイント並びにカリキュラム・マネジメントに焦点を当てて具
体的に考える。

服部　晃（文化創造学部教授）
齋藤　陽子（文化創造学部准教授）
松井　徹（文化創造学部准教授）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月7日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭向け

6,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年6月26日

令02-
30328-
504455号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】学習指導要領とカリキュラ
ム・マネジメントについて考える

中央教育審議会答申において、学校が抱える多様な課題
に対応したり新たな学びを展開できる実践的な指導力を身
につけたりするためには、教員自身が探求力を持ち学び続
ける存在であるべきであるという「学び続ける教員像」の確
立が提言されている。真の意味で「学び続ける教員像」を具
現化していくための教師の在り方と学習指導要領の改訂の
ポイント並びにカリキュラム・マネジメントに焦点を当てて具
体的に考える。

服部　晃（文化創造学部教授）
齋藤　陽子（文化創造学部准教授）
松井　徹（文化創造学部准教授）

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月7日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭向け

6,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年6月26日

令02-
30328-
504456号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp
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令和２年度(第２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

岐阜女子大学
【選択】文人 富岡鉄斎の人と芸
術について考える

近代日本を代表する画家として、世界的にその名が知られ
る「富岡鉄斎」は、画のみならず書や詩に優れ、儒者として
文人として八十九年の長い生涯を送りました。この講座で
は、富岡鉄斎の生涯を振り返り、その人柄や日常生活を紹
介しながら、多くの作品集により、鉄斎の作品を紹介し、画
や書の鑑賞法を解説します。山水画や人物画、歴史画等、
あらゆる分野に圧倒的な存在感を示す鉄斎の画は、近年ま
すます高い評価を得ています。

野中　浩俊（文化創造学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月6日 教諭

小・特別支援学
校の教諭および
中・高の国語・書
道・美術系の教

諭向け

6,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年6月26日

令02-
30328-
504457号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】造形素材としての廃材利
用の可能性

廃材を用いた表現指導を、「ごっこ遊び」の実践を通して習
得する事を目的とする。講習の前半は座学として、これまで
の美術史における廃材を用いた美術作品の紹介および図
画工作科や美術科において取り上げられてきた廃材利用作
品を取り上げ紹介する。その後、受講生同士で廃材利用に
関するグループワークを行う。後半はグループで共同制作
を行い、その作品を使用した「ごっこ遊び」を行う。

中島　法晃（文化創造学部講師） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月21日 教諭
幼稚園・小学校・
特別支援学校の

教諭向け
6,000円 30人

令和2年3月16日～
令和2年6月26日

令02-
30328-
504458号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】学習指導要領とカリキュラ
ム・マネジメントについて考える

中央教育審議会答申において、学校が抱える多様な課題
に対応したり新たな学びを展開できる実践的な指導力を身
につけたりするためには、教員自身が探求力を持ち学び続
ける存在であるべきであるという「学び続ける教員像」の確
立が提言されている。真の意味で「学び続ける教員像」を具
現化していくための教師の在り方と学習指導要領の改訂の
ポイント並びにカリキュラム・マネジメントに焦点を当てて具
体的に考える。

生田　孝至（文化創造学研究科教授）
服部　晃（文化創造学研究科教授）
齋藤　陽子（文化創造学部准教授）
松井　徹（文化創造学部准教授）

通信教育 6時間
令和2年6月9日～
令和2年7月19日

教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校の教

諭向け
6,000円 200人

令和2年3月16日～
令和2年5月8日

令02-
30328-
504459号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】学習指導要領とカリキュラ
ム・マネジメントについて考える

中央教育審議会答申において、学校が抱える多様な課題
に対応したり新たな学びを展開できる実践的な指導力を身
につけたりするためには、教員自身が探求力を持ち学び続
ける存在であるべきであるという「学び続ける教員像」の確
立が提言されている。真の意味で「学び続ける教員像」を具
現化していくための教師の在り方と学習指導要領の改訂の
ポイント並びにカリキュラム・マネジメントに焦点を当てて具
体的に考える。

生田　孝至（文化創造学研究科教授）
服部　晃（文化創造学研究科教授）
齋藤　陽子（文化創造学部准教授）
松井　徹（文化創造学部准教授）

通信教育 6時間
令和2年7月9日～
令和2年8月30日

教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校の教

諭向け
6,000円 200人

令和2年5月11日～
令和2年6月5日

令02-
30328-
504460号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】学習指導要領とカリキュラ
ム・マネジメントについて考える

中央教育審議会答申において、学校が抱える多様な課題
に対応したり新たな学びを展開できる実践的な指導力を身
につけたりするためには、教員自身が探求力を持ち学び続
ける存在であるべきであるという「学び続ける教員像」の確
立が提言されている。真の意味で「学び続ける教員像」を具
現化していくための教師の在り方と学習指導要領の改訂の
ポイント並びにカリキュラム・マネジメントに焦点を当てて具
体的に考える。

生田　孝至（文化創造学研究科教授）
服部　晃（文化創造学研究科教授）
齋藤　陽子（文化創造学部准教授）
松井　徹（文化創造学部准教授）

通信教育 6時間
令和2年8月6日～
令和2年9月27日

教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校の教

諭向け
6,000円 200人

令和2年6月8日～
令和2年7月3日

令02-
30328-
504461号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】学習指導要領とカリキュラ
ム・マネジメントについて考える

中央教育審議会答申において、学校が抱える多様な課題
に対応したり新たな学びを展開できる実践的な指導力を身
につけたりするためには、教員自身が探求力を持ち学び続
ける存在であるべきであるという「学び続ける教員像」の確
立が提言されている。真の意味で「学び続ける教員像」を具
現化していくための教師の在り方と学習指導要領の改訂の
ポイント並びにカリキュラム・マネジメントに焦点を当てて具
体的に考える。

生田　孝至（文化創造学研究科教授）
服部　晃（文化創造学研究科教授）
齋藤　陽子（文化創造学部准教授）
松井　徹（文化創造学部准教授）

通信教育 6時間
令和2年10月8日～
令和2年11月15日

教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校の教

諭向け
6,000円 200人

令和2年8月24日～
令和2年9月11日

令02-
30328-
504462号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp
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令和２年度(第２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

岐阜女子大学
【選択】教育資料を教育に活かす
方法について考える

教育資料について、過去・現在・未来の時系列的なプロセス
の中で、何をどのように保存（保管）すれば、現在の地域や
学校の教育課題の解決や教育研究に役立つか、伝統・文
化の教育に関わる資料を事例にして考える。また、具体的
に地域の自然と文化の教育資料を活用した授業づくりを考
える。

後藤　忠彦（大学院文化創造学研究科教授）
瀬ノ上　裕（文化創造学部教授）
菊池　真也（文化創造学部教授）

通信教育 6時間
令和2年6月9日～
令和2年7月19日

教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校の教

諭向け
6,000円 200人

令和2年3月16日～
令和2年5月8日

令02-
30328-
504463号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】教育資料を教育に活かす
方法について考える

教育資料について、過去・現在・未来の時系列的なプロセス
の中で、何をどのように保存（保管）すれば、現在の地域や
学校の教育課題の解決や教育研究に役立つか、伝統・文
化の教育に関わる資料を事例にして考える。また、具体的
に地域の自然と文化の教育資料を活用した授業づくりを考
える。

後藤　忠彦（大学院文化創造学研究科教授）
瀬ノ上　裕（文化創造学部教授）
菊池　真也（文化創造学部教授）

通信教育 6時間
令和2年7月9日～
令和2年8月30日

教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校の教

諭向け
6,000円 200人

令和2年5月11日～
令和2年6月5日

令02-
30328-
504464号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】教育資料を教育に活かす
方法について考える

教育資料について、過去・現在・未来の時系列的なプロセス
の中で、何をどのように保存（保管）すれば、現在の地域や
学校の教育課題の解決や教育研究に役立つか、伝統・文
化の教育に関わる資料を事例にして考える。また、具体的
に地域の自然と文化の教育資料を活用した授業づくりを考
える。

後藤　忠彦（大学院文化創造学研究科教授）
瀬ノ上　裕（文化創造学部教授）
菊池　真也（文化創造学部教授）

通信教育 6時間
令和2年8月6日～
令和2年9月27日

教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校の教

諭向け
6,000円 200人

令和2年6月8日～
令和2年7月3日

令02-
30328-
504465号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】教育資料を教育に活かす
方法について考える

教育資料について、過去・現在・未来の時系列的なプロセス
の中で、何をどのように保存（保管）すれば、現在の地域や
学校の教育課題の解決や教育研究に役立つか、伝統・文
化の教育に関わる資料を事例にして考える。また、具体的
に地域の自然と文化の教育資料を活用した授業づくりを考
える。

後藤　忠彦（大学院文化創造学研究科教授）
瀬ノ上　裕（文化創造学部教授）
菊池　真也（文化創造学部教授）

通信教育 6時間
令和2年10月8日～
令和2年11月15日

教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校の教

諭向け
6,000円 200人

令和2年8月24日～
令和2年9月11日

令02-
30328-
504466号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】教材開発と授業づくりにつ
いて考える

デジタル技術・情報端末の発展・普及により、電子教科書の
開発や携帯型情報端末等を活用した授業展開が期待され
ている。そのためには、デジタル機器に対応する教材開発
が求められる。本講座ではデジタルカメラ、3次元スキャナ、
画像処理など、デジタル技法を活用した教材作成の事例を
紹介し、印刷教材など従来の教材群と融合した授業づくりに
ついて考える。自然現象や地域資料などを対象とし、現在
は活用が困難な機材でも今後活用が期待できる分野を担
当、または関心のある人が望ましい。

久世　均（文化創造学部教授）
櫟　彩見（文化創造学部准教授）
林　知代（文化創造学部講師）

通信教育 6時間
令和2年6月9日～
令和2年7月19日

教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校の教

諭向け
6,000円 200人

令和2年3月16日～
令和2年5月8日

令02-
30328-
504467号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】教材開発と授業づくりにつ
いて考える

デジタル技術・情報端末の発展・普及により、電子教科書の
開発や携帯型情報端末等を活用した授業展開が期待され
ている。そのためには、デジタル機器に対応する教材開発
が求められる。本講座ではデジタルカメラ、3次元スキャナ、
画像処理など、デジタル技法を活用した教材作成の事例を
紹介し、印刷教材など従来の教材群と融合した授業づくりに
ついて考える。自然現象や地域資料などを対象とし、現在
は活用が困難な機材でも今後活用が期待できる分野を担
当、または関心のある人が望ましい。

久世　均（文化創造学部教授）
櫟　彩見（文化創造学部准教授）
林　知代（文化創造学部講師）

通信教育 6時間
令和2年7月9日～
令和2年8月30日

教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校の教

諭向け
6,000円 200人

令和2年5月11日～
令和2年6月5日

令02-
30328-
504468号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】教材開発と授業づくりにつ
いて考える

デジタル技術・情報端末の発展・普及により、電子教科書の
開発や携帯型情報端末等を活用した授業展開が期待され
ている。そのためには、デジタル機器に対応する教材開発
が求められる。本講座ではデジタルカメラ、3次元スキャナ、
画像処理など、デジタル技法を活用した教材作成の事例を
紹介し、印刷教材など従来の教材群と融合した授業づくりに
ついて考える。自然現象や地域資料などを対象とし、現在
は活用が困難な機材でも今後活用が期待できる分野を担
当、または関心のある人が望ましい。

久世　均（文化創造学部教授）
櫟　彩見（文化創造学部准教授）
林　知代（文化創造学部講師）

通信教育 6時間
令和2年8月6日～
令和2年9月27日

教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校の教

諭向け
6,000円 200人

令和2年6月8日～
令和2年7月3日

令02-
30328-
504469号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp
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令和２年度(第２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

岐阜女子大学
【選択】教材開発と授業づくりにつ
いて考える

デジタル技術・情報端末の発展・普及により、電子教科書の
開発や携帯型情報端末等を活用した授業展開が期待され
ている。そのためには、デジタル機器に対応する教材開発
が求められる。本講座ではデジタルカメラ、3次元スキャナ、
画像処理など、デジタル技法を活用した教材作成の事例を
紹介し、印刷教材など従来の教材群と融合した授業づくりに
ついて考える。自然現象や地域資料などを対象とし、現在
は活用が困難な機材でも今後活用が期待できる分野を担
当、または関心のある人が望ましい。

久世　均（文化創造学部教授）
櫟　彩見（文化創造学部准教授）
林　知代（文化創造学部講師）

通信教育 6時間
令和2年10月8日～
令和2年11月15日

教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校の教

諭向け
6,000円 200人

令和2年8月24日～
令和2年9月11日

令02-
30328-
504470号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】主体的・対話的な深い学
びとその評価

２１世紀の知識基盤社会における「学力」は「他者と協働し
つつ創造的に生きていく」ための資質・能力の育成である。
そのため，授業では，他者と共に新たな知識を生み出す活
動を引き出しつつ深い知識を創造させていく経験を，数多く
積ませることが重要である。資質・能力の育成につながる主
体的な活動と評価の事例、主体的な活動とコミュニケーショ
ンなどについて考える。

久世　均（文化創造学部教授） 通信教育 6時間
令和2年6月9日～
令和2年7月19日

教諭
幼・小・中・特別
支援学校の教諭

向け
6,000円 200人

令和2年3月16日～
令和2年5月8日

令02-
30328-
504471号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】主体的・対話的な深い学
びとその評価

２１世紀の知識基盤社会における「学力」は「他者と協働し
つつ創造的に生きていく」ための資質・能力の育成である。
そのため，授業では，他者と共に新たな知識を生み出す活
動を引き出しつつ深い知識を創造させていく経験を，数多く
積ませることが重要である。資質・能力の育成につながる主
体的な活動と評価の事例、主体的な活動とコミュニケーショ
ンなどについて考える。

久世　均（文化創造学部教授） 通信教育 6時間
令和2年7月9日～
令和2年8月30日

教諭
幼・小・中・特別
支援学校の教諭

向け
6,000円 200人

令和2年5月11日～
令和2年6月5日

令02-
30328-
504472号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】主体的・対話的な深い学
びとその評価

２１世紀の知識基盤社会における「学力」は「他者と協働し
つつ創造的に生きていく」ための資質・能力の育成である。
そのため，授業では，他者と共に新たな知識を生み出す活
動を引き出しつつ深い知識を創造させていく経験を，数多く
積ませることが重要である。資質・能力の育成につながる主
体的な活動と評価の事例、主体的な活動とコミュニケーショ
ンなどについて考える。

久世　均（文化創造学部教授） 通信教育 6時間
令和2年8月6日～
令和2年9月27日

教諭
幼・小・中・特別
支援学校の教諭

向け
6,000円 200人

令和2年6月8日～
令和2年7月3日

令02-
30328-
504473号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】主体的・対話的な深い学
びとその評価

２１世紀の知識基盤社会における「学力」は「他者と協働し
つつ創造的に生きていく」ための資質・能力の育成である。
そのため，授業では，他者と共に新たな知識を生み出す活
動を引き出しつつ深い知識を創造させていく経験を，数多く
積ませることが重要である。資質・能力の育成につながる主
体的な活動と評価の事例、主体的な活動とコミュニケーショ
ンなどについて考える。

久世　均（文化創造学部教授） 通信教育 6時間
令和2年10月8日～
令和2年11月15日

教諭
幼・小・中・特別
支援学校の教諭

向け
6,000円 200人

令和2年8月24日～
令和2年9月11日

令02-
30328-
504474号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】幼稚園、学校での一日の
活動と指導

幼稚園・小学校・中学校においては、学習内容を確実に身
に付けることができるよう、子ども、学校、地域の実態に応じ
て一日の活動が計画的に展開されている。一日の活動の中
に、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、教師の協
力的な指導などが行われており、幼稚園・小学校・中学校の
一日の生活を具体的に取り上げ、新学習指導要領の主体
的・対話的で深い学びに対応させながら、様々な問題に対
する組織的な対応力や実践的指導力を考える。

瀬ノ上　裕（文化創造学部教授）
横山　隆光（文化創造学部教授）

通信教育 6時間
令和2年6月9日～
令和2年7月19日

教諭
幼・小・中・特別
支援学校の教諭

向け
6,000円 200人

令和2年3月16日～
令和2年5月8日

令02-
30328-
504475号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp
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令和２年度(第２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

岐阜女子大学
【選択】幼稚園、学校での一日の
活動と指導

幼稚園・小学校・中学校においては、学習内容を確実に身
に付けることができるよう、子ども、学校、地域の実態に応じ
て一日の活動が計画的に展開されている。一日の活動の中
に、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、教師の協
力的な指導などが行われており、幼稚園・小学校・中学校の
一日の生活を具体的に取り上げ、新学習指導要領の主体
的・対話的で深い学びに対応させながら、様々な問題に対
する組織的な対応力や実践的指導力を考える。

瀬ノ上　裕（文化創造学部教授）
横山　隆光（文化創造学部教授）

通信教育 6時間
令和2年7月9日～
令和2年8月30日

教諭
幼・小・中・特別
支援学校の教諭

向け
6,000円 200人

令和2年5月11日～
令和2年6月5日

令02-
30328-
504476号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】幼稚園、学校での一日の
活動と指導

幼稚園・小学校・中学校においては、学習内容を確実に身
に付けることができるよう、子ども、学校、地域の実態に応じ
て一日の活動が計画的に展開されている。一日の活動の中
に、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、教師の協
力的な指導などが行われており、幼稚園・小学校・中学校の
一日の生活を具体的に取り上げ、新学習指導要領の主体
的・対話的で深い学びに対応させながら、様々な問題に対
する組織的な対応力や実践的指導力を考える。

瀬ノ上　裕（文化創造学部教授）
横山　隆光（文化創造学部教授）

通信教育 6時間
令和2年8月6日～
令和2年9月27日

教諭
幼・小・中・特別
支援学校の教諭

向け
6,000円 200人

令和2年6月8日～
令和2年7月3日

令02-
30328-
504477号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】幼稚園、学校での一日の
活動と指導

幼稚園・小学校・中学校においては、学習内容を確実に身
に付けることができるよう、子ども、学校、地域の実態に応じ
て一日の活動が計画的に展開されている。一日の活動の中
に、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、教師の協
力的な指導などが行われており、幼稚園・小学校・中学校の
一日の生活を具体的に取り上げ、新学習指導要領の主体
的・対話的で深い学びに対応させながら、様々な問題に対
する組織的な対応力や実践的指導力を考える。

瀬ノ上　裕（文化創造学部教授）
横山　隆光（文化創造学部教授）

通信教育 6時間
令和2年10月8日～
令和2年11月15日

教諭
幼・小・中・特別
支援学校の教諭

向け
6,000円 200人

令和2年8月24日～
令和2年9月11日

令02-
30328-
504478号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】教育資料とデジタルアー
カイブ

デジタルアーカイブは、過去・現在・未来の時系列的なプロ
セスの中で、何をどのように保存（保管）すれば、人々に役
立つ資料として伝承、利用できるかについて考える必要が
ある。そこで、事例をもとに、過去・現在・未来の教育資料と
して、教育実践や教育研究に役立つか、さらに、これらの歴
史的な教育資料を基にした教材開発と教育実践を考える。

齋藤　陽子（文化創造学部准教授）
谷　里佐（文化創造学部教授）

通信教育 6時間
令和2年6月9日～
令和2年7月19日

教諭
幼・小・中・特別
支援学校の教諭

向け
6,000円 200人

令和2年3月16日～
令和2年5月8日

令02-
30328-
504479号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】教育資料とデジタルアー
カイブ

デジタルアーカイブは、過去・現在・未来の時系列的なプロ
セスの中で、何をどのように保存（保管）すれば、人々に役
立つ資料として伝承、利用できるかについて考える必要が
ある。そこで、事例をもとに、過去・現在・未来の教育資料と
して、教育実践や教育研究に役立つか、さらに、これらの歴
史的な教育資料を基にした教材開発と教育実践を考える。

齋藤　陽子（文化創造学部准教授）
谷　里佐（文化創造学部教授）

通信教育 6時間
令和2年7月9日～
令和2年8月30日

教諭
幼・小・中・特別
支援学校の教諭

向け
6,000円 200人

令和2年5月11日～
令和2年6月5日

令02-
30328-
504480号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】教育資料とデジタルアー
カイブ

デジタルアーカイブは、過去・現在・未来の時系列的なプロ
セスの中で、何をどのように保存（保管）すれば、人々に役
立つ資料として伝承、利用できるかについて考える必要が
ある。そこで、事例をもとに、過去・現在・未来の教育資料と
して、教育実践や教育研究に役立つか、さらに、これらの歴
史的な教育資料を基にした教材開発と教育実践を考える。

齋藤　陽子（文化創造学部准教授）
谷　里佐（文化創造学部教授）

通信教育 6時間
令和2年8月6日～
令和2年9月27日

教諭
幼・小・中・特別
支援学校の教諭

向け
6,000円 200人

令和2年6月8日～
令和2年7月3日

令02-
30328-
504481号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【選択】教育資料とデジタルアー
カイブ

デジタルアーカイブは、過去・現在・未来の時系列的なプロ
セスの中で、何をどのように保存（保管）すれば、人々に役
立つ資料として伝承、利用できるかについて考える必要が
ある。そこで、事例をもとに、過去・現在・未来の教育資料と
して、教育実践や教育研究に役立つか、さらに、これらの歴
史的な教育資料を基にした教材開発と教育実践を考える。

齋藤　陽子（文化創造学部准教授）
谷　里佐（文化創造学部教授）

通信教育 6時間
令和2年10月8日～
令和2年11月15日

教諭
幼・小・中・特別
支援学校の教諭

向け
6,000円 200人

令和2年8月24日～
令和2年9月11日

令02-
30328-
504482号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp
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令和２年度(第２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

岐阜聖徳学園大
学

【選択】合理的配慮－情報保障を
中心にして－

障がい者差別解消法が施行され、学校生活のあらゆる場面
での合理的配慮が検討されています。ここでは難聴や発達
障がい等の子どもに対する情報保障について体験を交えて
考えていきます。手話でのコミュニケーションにもチャレンジ
します。

安田　和夫（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月4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 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504574号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】特別支援学校・特別支援
学級の教育課程

特別支援学校や特別支援学級で教鞭をとっておられる若手
の先生や経験年数の浅い先生向けに、教育課程について
やさしく解説していきます。

安田　和夫（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校・中学校・
特別支援学校教

諭
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504575号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】肢体不自由者の病理・心
理・生理と教育

特別支援教育のうち、主として肢体不自由者および重度重
複障害者等を対象にします。病理・心理・生理および教育の
講義をします。具体的指導内容として自立活動を中心に、と
りわけ「こころ」「からだ」に焦点化した臨床動作法を用いた
指導理論と簡単な実技を予定しています。

河野　文光（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月6日 教諭
特別支援学校教

諭
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504576号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】現代暗号と情報セキュリ
ティ

インターネット上の仮想通貨は別名「暗号通貨」とも言われ
るように、暗号の通信の進化によって、従来では実現できな
かった思いがけない「通貨」が実際に流通するようになりま
した。これは「公開鍵暗号方式」の実現によってはじめて実
現されたものです。これらは、今では数学の理論を使った基
本技術となっています。この講義では、暗号の基本～初め
て、現代暗号技術の基本を数学的な立場からやさしく解説し
ます。

室　政和（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月19日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校で
数学を担当する
教諭、高等学校
で情報を担当す
る教諭、特別支

援学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504577号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】統計への再入門

統計は現代の科学のなかで基本的な役割を演じています。
この統計は、確率の理論が基礎になって組み立てられてい
ますが、実際の現象を統計的にみるためにはいくつかの具
体的な例をとおして統計を理解することが必要になります。
この講義では、統計的に考えるべき具体的な問題を提出し
たうえで、それをどのように解いていくかを解説することに
よって、統計への再入門を試みます。

室　政和（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月24日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校で
数学を担当する
教諭、特別支援

学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504578号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】確率への再入門

確率の計算は、現在の中学・高校の数学の中で基本的な内
容が教えられています。これらの基礎には組み合わせの計
算があるのですが、いろいろな確率の問題を考えて解くこと
が基本になります。そのなかで特にわかりにくい「条件付確
率」と、最近、AI（人工知能）や機械学習で多用される「ベイ
ズの確率」について実例を中心に分かりやすく講義します。

室　政和（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月25日 教諭

中学校・高等学
校で数学を担当
する教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504579号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】学校で役立つ社会心理学

学校現場で生じる問題を考える場合、社会心理学的視点か
ら見ると種々有益な知見を提供できる。「子どもの心を理解
する」「学級づくりに生かす社会心理学」「学校と社会をつな
ぐ心理学」のⅢ部から構成される『学校で役立つ社会心理
学〈ナカニシヤ出版〉』全１９章の問題を、現場の教員の方々
と解決可能な方策について考えたい。

吉田　俊和（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504580号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】うたうこと－教師自らの歌
声を求めて－

教科：音楽の目標及び内容に添い、現状の歌唱指導方法を
把握した上で、児童・生徒の歌声を指導する為に必要な教
師自身の歌う技能を高めると共にその指導方法を探究・実
践する。発声器官の理解および様々な呼吸・発声及び歌唱
方法を研修する中で身体の細胞一つ一つが活性化し児童・
生徒を魅了できる教師自らの歌声を修得することを目指す。

荒木　善子（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月11日 教諭
小学校教諭、中
学校で音楽を担

当する教諭
6,000円 15人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504581号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜聖徳学園大
学

【選択】合唱指導のあり方につい
て－心と音が響きあう合唱を求
めて－

教科：音楽の目標及び内容に添い、現状の合唱指導方法を
把握した上で、心と音が響きあう合唱指導のあり方について
考察する。この考察結果を踏まえ、児童・生徒の学びの意欲
を引き出し、児童・生徒にとって楽しく豊かな合唱活動を通し
た指導をするための実践方法（発声方法を含む）を探求す
る。

荒木　善子（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校教諭、中
学校で音楽を担

当する教諭
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504582号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】地学分野における探究学
習のための教材研究とＩＣＴ活用

天体望遠鏡（スピカ）を製作し、太陽黒点の観測を行う。月
面の様子をスケッチし、クレーター形成実験を行う。実験・観
察結果をもとに、月の起源と進化について講義する。活断
層や火山噴火実験を行い、日本列島の形成・発達や自然災
害についての講義を行う。アンモナイト、三葉虫、恐竜化石
をもとに、絶滅生物について探究する。理科教育分野にお
けるデジタルコンテンツ開発（webサイト教材理科教材データ
ベース）とICT活用について講義する。

川上　紳一（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校教諭、中
学校で理科を担

当する教諭
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504583号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】文学教材の読みの指導

「読むこと」を中心に据えた国語の授業づくりについて取り上
げます。とくに、授業をつくるうえで欠かせない「発問」づくり
に焦点を当て、子どもたちの思考力を鍛える発問とは何か
について、みなさんと共に考えていきたいと思います。

中村　哲也（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校教諭、中
学校で国語を担

当する教諭
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504584号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】「データの活用」領域の充
実の背景と授業づくり

新学習指導要領では、小中高一貫して統計内容が充実し
た。しかし、どのような統計内容の系統性があるのかを検討
する機会は少ない。そこで、本講座では、「データの活用」領
域の充実の背景に触れながら、小学校から高等学校までの
統計内容を概観し、実際に授業で活用できる教材や授業事
例を紹介する。そして、2学期からの授業づくりに生かすこと
を目指す。なお、講義では中学校及び高等学校「数学Ⅰ」
「数学A」の内容を中心に扱う。

塩澤　友樹（教育学部専任講師） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学
校で数学を担当

する教諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504585号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】教育とは何か－その本質
を哲学的に考える－

教育とは何か、という問いは、教員にとって常にその頭から
離れないものであろう。だが、多くの教員が業務の多忙さゆ
え、この問題と正面から向き合えずにいるのではないだろう
か。この講習では、教員免許更新という機会に、今一度初
心に返り、この問題に正面から取り組みたい。具体的には、
教育を根本的に論じた古今の哲学書を三冊取り上げて、そ
れらの資料に基づいて議論をしつつ、考察を深めていくこと
を目標とする。

吉永　和加（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月4日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円 15人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504586号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】日がな一日辞書三昧

市販されている古語辞典・国語辞典を主な対象にして、学
習・一般・専門向け、それぞれに創意工夫された「意味分
類・用例・参考事項」等の記述内容を読み比べて、語誌に関
する理解を深め、限られたスペースに盛り込まれた情報を
存分に導き発展させる「眼」を養いたいと思います。

今井　亨（教育学部准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校・高等学
校で国語を担当

する教諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504587号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】資質・能力を指向した理
科授業のデザイン原理と構成 －
化学分野を中心に－

次期学習指導要領は、内容（コンテンツ）には大きな変更は
なく、資質・能力（コンピテンシー）を基盤として再構成してい
る。資質・能力とはどのようなものか、どのように育成される
のかを受講者自身の理科授業を振り返りながら、資質・能
力を育成する授業デザインを考察して再構成していく。その
実践を交流する。

寺田　光宏（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月4日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校で
理科を担当する

教諭

6,000円 10人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504588号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜聖徳学園大
学

【選択】小学校・中学校・高等学
校の簡易な理科実験を通しての
科学的概念の再構成

次期学習指導要領は、内容（コンテンツ）には大きな変更は
なく、資質・能力（コンピテンシー）を基盤として再構成してい
る。その中で資質・能力を使い育成するものは概念と言わ
れている。理科において、これはどのように育成するのかを
小学校・中学校・高等学校を中心とした簡易な実験を行いな
がら、受講者自身の科学的概念を省察し、基本概念を再構
成していく。講習で扱う理科実験（対流、溶液の希釈、液状
化など）の新しい形態の技法・原理も同時に習得する。

寺田　光宏（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月6日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校で
理科を担当する

教諭

6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504589号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】体育現場で使えるスポー
ツ科学

保健・体育の指導は科学的根拠に基づいて行わなければな
りません。しかし、昨今の科学の進歩によって、ストレッチは
瞬発力を下げる、ウォーミングアップでは怪我を予防できな
い、激しさに耐えなくても持久力は上がる、乳酸は疲労物質
ではないなど、スポーツ科学に関する常識が覆りつつありま
す。本講習では、こうした疑問を中心に保健・体育の現場で
使える知識や実技教材を科学的根拠に基づいて習得しま
す。

小栗　和雄（教育学部准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月24日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校・高等学校で
保健体育を担当
する教諭、養護

教諭

6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504590号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】幼児期の遊びと学び

遊びの中の学びとは何であるのか、具体的な事例をもとに、
その本質に迫ります。また、その学びを支える保育者の資
質向上のための具体的な取り組みや環境構成の実際につ
いて、受講者参加型の演習も交えながら深めていきます。

西川　正晃（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 80人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504591号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】子どもの食事と健康

幼児期、学童期は心身ともに発達がめざましい時期であり、
体づくりや望ましい生活習慣を確立させるための重要な時
期である。しかし、不規則な食生活、生活習慣が体のリズム
を乱し、将来肥満、生活習慣病の発症も懸念されている。本
講では、子どもの食事と健康として朝食欠食、睡眠について
とり上げ、子どもをめぐる健康問題について広く考えていく。

本多　恭子（教育学部准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月25日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504592号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】数学的に考える資質・能
力を育成する算数授業づくり（小
学校中心に）

算数・数学科の目標に示されている「数学的考える資質・能
力」とは何か，その目標を達成するためにどのような算数・
数学の授業づくりをするかを考えていく。講習においては，
具体的に授業案を作成したり，それをもとにした参加者間の
意見交換等を行う。尚，本講習では小学校算数の教材を中
心に扱う。

鈴木　明裕（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月4日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504593号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】数学的に考える資質・能
力を育成する数学授業づくり（中
学校中心に）

算数・数学科の目標に示されている「数学的考える資質・能
力」とは何か，その目標を達成するためにどのような算数・
数学の授業づくりをするかを考えていく。講習においては，
具体的に授業案を作成したり，それをもとにした参加者間の
意見交換等を行う。尚，本講習では中学校数学の教材を中
心に扱う。

鈴木　明裕（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校で数学科
を担当する教諭

6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504594号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】教育評価・測定法（ＱＵテ
ストの利活用を含む）

児童・生徒の個々の姿と学級の姿を心理測定法から理解、
解釈するための方法を解説する。特にここではＱＵテストを
題材とした学級の姿の理解を中心に取り扱う。ＱＵテストの
データを持っている場合は、持参して解釈を深めることも要
望があれば対応する。

阿部　慶賀（教育学部准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504595号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】教科理解の認知心理学

小学生を学習者として想定した場合の国語、算数、理科の
理解過程について認知心理学の観点から概説する。これに
より、各教科において児童、生徒が抱きうる素朴概念を理解
し、指導法への応用を考察、議論する。

阿部　慶賀（教育学部准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月24日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504596号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜聖徳学園大
学

【選択】自律的な動機づけとその
育成について

学習に対する動機づけのモデルとして、内発的動機づけと
外発的動機づけという二分法的な動機づけ概念を統合する
試みがさまざまに行われている。本講習では、そのような動
機づけ理論の一つである自己決定理論について概説する 
。そして、学習に対する自律的な動機づけの育成方法につ
いて考察する。

安藤　史高（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月21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

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504597号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】教師の発問を活用した英
語リーディングの指導

英語リーディング指導において、生徒を深い読みへと導く身
近であるが重要な要素として教師による発問が挙げられる。
本講習では、発問の活用により深い読みへと生徒を導き、
思考力を育成する英語リーディング指導を提示することを目
的としている。

伊佐地　恒久（外国語学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校・高等学
校で英語を担当

する教諭
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504598号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】地域観察における学習指
導の実際と地域マップの作成

地域観察（地域調査）における学習指導の実際を、本学周
辺の身近な地域を対象に、実施します。地域観察の学習
を、自然基盤（沖積低地）と歴史基盤（輪中地帯）の観点か
ら実地において指導できる力量を実践的に養います。地域
観察の実際を踏まえて、実地で得られた気づきや観察内容
など意見交換を行い、観察した地域に関わる指導内容をま
とめた地域マップを作成します。筆記試験のほか、地域マッ
プの作成などで評価します。

髙田　準一郎（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月6日 教諭

小学校教諭、中
学校で社会を担
当する教諭、高

等学校で地理･歴
史を担当する教

諭

6,000円 10人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504599号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】整数論の基礎

整数は小学校から学習する初等的な対象でありながら理論
的には高等学校や大学で学ぶべき深い内容を含んでいるも
のである。また、同じテーマであっても中学校・高等学校で
それぞれの生徒の数学的発達段階に応じた教材として取り
上げられるものも存在する。本講習では、整数に関する基
本的事項のいくつかについてそれらの数学的基礎を体系的
に再確認していただく。また、時間があればその理解を元に
して、教材作成のヒントについても説明する。

山内　紀夫（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校・高等学
校で数学を担当

する教諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504600号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】特別支援教育における
キャリア教育

キャリア教育の視点から、特別支援教育の授業づくりについ
て考えます。「キャリアとは」「キャリア教育とは」「ワークキャ
リアとライフキャリア」「基礎的・汎用的能力」をキーワード
に、特別支援学級や特別支援学校におけるキャリア教育に
ついて、具体的な事例を交えながら講義します。また、小グ
ループに分かれて本人の願いを大切にした支援の在り方を
考える演習も行います。

松本　和久（教育学部准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月25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 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504601号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】遠山啓の数学教育論

遠山啓氏の数学教育論を講義する。水道方式、量の理論、
及び遠山氏の独自の語法に注目し、レジュメ・プリントを用
意し、ノート講義形式で進める。デジタル媒体は用いない。
事前に岩波新書や日本評論社などでの遠山氏の著作をお
読みになり、理解の助けとしていただきたい。

福田　茂隆（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月11日 教諭
小学校教諭、中
学校で数学を担

当する教諭
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504602号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】江戸の働き方と文化イノ
ベーション

令和の新時代、日本が持続的な経済成長を実現していくた
めにはイノベーションを促進させ、多様な人材が個々の事情
に応じた働き方を選べることが大切です。江戸時代の働き
方や文化イノベーションを参考にしながら、人生100年時代
の新しい経済社会や働き方について考えたいと思います。

加納　正二（経済情報学部教授、大学院経済情
報研究科科長）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月25日 教諭
中学、高校の社
会・地歴・公民・

商業の教諭
6,000円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504603号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】令和の日本経済と企業経
営の課題

新しい令和の時代が始まりました。令和はSociety5.0の時代
でもあります。人口減少社会と人工知能社会という「二つの
ジンコウ問題」をかかえる現代の社会は曖昧模糊とした問
題があり、霧の中にいるようなものです。その霧を晴らすの
に役に立つような最近の日本経済社会・企業経営の課題に
ついてお話したいと思います。

加納　正二（経済情報学部教授、大学院経済情
報研究科科長）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学、高校の社
会・地歴・公民・

商業の教諭
6,000円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504604号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜聖徳学園大
学

【選択】イノベーションしたビジネ
ス・マネジメントの諸相

現行科目のビジネス経済応用、ビジネス経済は、商品開発
と流通、観光ビジネス、ビジネス・マネジメント、グローバル
経済に再編される。また、前回新設された電子商取引は、
ネットワーク活用という授業に改訂される。日本国内のマー
ケットは縮小し、労働力も減少の一途の中で、ビジネス・マ
ネジメントは、この20年間で、かつて無い程の変革を起こし
てきた。限られた時間内ではあるが、商業の変化の全容を
講義し、次代を担うビジネス・パーソン育成の一助にして頂
きたい。

河野　公洋（経済情報学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月25日 教諭
高等学校商業科

教諭
6,000円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504605号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】人的資源と国際経済開発

近年では、生産工程の国際分業というグローバル・バ
リュー・チェーン（GVC）によって更なる効率的な生産が実現
し、豊かな消費社会の礎となっている。その一方でグローバ
リズムに対する不安や不満も顕在化し、包摂的な経済成長
を目指す動きも強まってきた。グローバリゼーションによる恩
恵を国民の一部しか享受していないという問題に対し、本講
習では包摂性を軸に、人的資源（HAI）と国際経済開発につ
いて学ぶ。

松葉　敬文（経済情報学部准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 50人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504606号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】行動経済学の基礎知識

近年における経済学の大きな流れの一つである、行動経済
学の基礎知識を学習する。様々な経済実験の積み重ねに
より、合理的な行動が観察されない経済状況が指摘される
ようになった。従来の伝統的な経済学では説明しにくい行動
を考えることで、合理的な行動ばかりでなない、人間の情緒
的・直感的な選択行動を学ぶ。

松葉　敬文（経済情報学部准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校教諭、中・
高社会科担当教

諭
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504607号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】英語を専門としない小学
校教諭のための教師の英語力を
主体的に高める方法

小学校で英語教育が始まり、小学校教諭に対する英語の授
業方法のセミナーや研修も盛んに行われている。本講義で
は、ある教師の人生をテーマにした英語リーディングを映像
も利用して行い、英語が専門でない先生方が、講習後も自
分の英語力を楽しく高める学習方法を中心に講習を行う。
授業内でのクラスルーム運営や指導方法よりも、先生方が
主体的に英語学習を継続して行うことのできる方法につい
てフォーカスを置いた内容である。

寶壺　貴之（経済情報学部准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月18日 教諭
英語を専門としな

い小学校教諭
6,000円 15人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504608号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】データの分析

本講習は、平成21年12月の高等学校指導要領改訂に基づ
く数学I「データ分析」に関する内容で行う。次期学習指導要
領では「データの分析」の四分位数・箱ひげ図が中学校数学
2年に移行されることを考慮し、その経緯について統計教育
の観点から解説し、四分位数・箱ひげ図を含む記述統計に
ついて学ぶ。
また、表計算ソフトを用いながら、データ分析や度数分布表
の作成、統計量の求め方、「データの分析」に現れるグラフ
の作成法について演習する。

齊藤　善弘（経済情報学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月18日 教諭
高等学校・中学
校で数学を担当

する教諭
6,000円 15人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504609号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】確率モデルとシミュレー
ション

本講習は次期高等学校学習指導要領(平成30年告示）解説
情報編において共通教科情報科情報Ⅰの「コンピュータとプ
ログラミング」と関連する。講習では「モデル化とシミュレー
ション」を意識しながら、数学Ⅰ「データの分析」、数学A「場
合の数と確率」、数学B「統計的な推測」と連携させる。特
に、確率モデルを取り上げ、表計算ソフトによるシミュレー
ション事例を通して、「問題の適切な解決方法」についてパ
ソコン実習から学ぶ。

齊藤　善弘（経済情報学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月25日 教諭
高等学校で情報
を担当する教諭

6,000円 10人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30329-
504610号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/
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令和２年度(第２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

中部学院大学

【選択】体育科教育学における
“教材”・“教具”の理解と、陸上競
技系領域における具体的な実践
【関市】

体育の授業は「教師・教材・学習者」の教授学的三角形に
よって成り立ち、学習者は教材を通して学習内容を学ぶ。ま
た、教材の機能を一層効果的にするものとして教具がある
が、これら“教材”や“教具”について正しく理解することが良
い体育授業づくりの第一歩である。そこで、体育科教育学に
おける教材や教具づくり等について改めて学んでいただい
た上で、具体的な実践事例として陸上競技系領域における
教材・教具の例を紹介する。

鈴木　康介（スポーツ健康科学部　助教） 岐阜県関市 6時間 令和2年6月14日 教諭
小学校、中学校、
高等学校　教諭

（体育）向け
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30331-
505869号

0575-24-9460　
(内線： 3705)

http://www.kmk-
gifu.jp/

中部学院大学
【選択】幼児理解の観点を広げる
ための手立て【各務原市】

保育という営みでは、子どもの実態を捉える質が保育その
ものを左右すると言っても過言ではない。この講習では、子
どもの実態を捉える観点を広げるということがどのような手
立てによって可能になるのかについて、事例の読み込みや
事例を基にした話し合いなどを通して考える場にしたい。

西垣　吉之（教育学部　教授）
岐阜県各務原
市

6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30331-
505870号

0575-24-9460　
(内線： 3705)

http://www.kmk-
gifu.jp/

中部学院大学
【選択】理科を専門としない（理科
が苦手な）先生のための楽しい
理科授業【各務原市】

理科を専門としない先生が小学校で楽しい理科授業を展開
するためのヒントや教材の紹介とその製作活動等を行う。さ
らに、実験観察の安全指導や今後の理科教育におけるICT
機器の活用についても活動を中心に学ぶ。理科が楽しいと
感じる講義を目標とする。

杉原　茂男（特任教授）
岐阜県各務原
市

6時間 令和2年8月18日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30331-
505871号

0575-24-9460　
(内線： 3705)

http://www.kmk-
gifu.jp/

中部学院大学

【選択】幼児期に適した運動遊び
の理論と実践　ｰコーディネーショ
ントレーニングを中心にー【各務
原市】

幼児期に体育がなぜ必要であるのか。どのような内容が適
切であるのか。幼児期に適した「コーディネーショントレーニ
ング」の理論の基礎知識と実技を併せて学んでもらう。主に
幼稚園の現場ですぐに取り入れられるプログラムを実践す
る。

平井　博史（教育学部 子ども教育学科准教授）
岐阜県各務原
市

6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30331-
505872号

0575-24-9460　
(内線： 3705)

http://www.kmk-
gifu.jp/

中部学院大学
【選択】図画工作を通してこども
のこころを育てる【各務原市】

作品の出来栄えばかりに目が向きがちな図画工作ですが、
その本質は制作過程や、日常体験の積み重ねの中にある。
この講習では、自然物や身近な素材を軸とした造形あそび
を通して、日常の中から生まれる表現について体験的に学
ぶ。また、グループワークも取り入れ、図画工作における課
題について話し合いを通して考える場にしたい。

八桁　健（教育学部 子ども教育学科講師）
岐阜県各務原
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校教諭（図

工）向け
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30331-
505873号

0575-24-9460　
(内線： 3705)

http://www.kmk-
gifu.jp/

中部学院大学
【選択】“ことばのおもしろさ”が感
じられる授業の実践【各務原市】

私たちは、認知、思考、自己表現、他者とのコミュニケーショ
ンなど…すべての活動を「ことば」によっておこなっている。
小学校教育においては、国語・算数・社会・理科・生活など
の各教科等、また今後教科化される外国語も、「ことば」によ
る論理的思考・情緒・想像・表現が重要になる。国語力の低
下が叫ばれる昨今、楽しく、興味深くことばについて学べる
国語教育の実践力を養う。

山田　丈美（教育学部 子ども教育学科教授）
岐阜県各務原
市

6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
30331-
505874号

0575-24-9460　
(内線： 3705)

http://www.kmk-
gifu.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（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。
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。

神谷　智（文学部教授）
長井　千秋（文学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月5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
令和2年5月22日～
令和2年5月31日

令02-
30341-
505662号

052-564-6112
http://www.aichi-
u.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
る近代をどう捉えるのか、さらに現代史への見方考え方を、
新指導要領での高等学校地歴科新設科目である「歴史総
合」を念頭に置いて、具体的な事例によりつつ論ずる予定で
す。

加納　寛（国際コミュニケーション学部教授）
三好　章（現代中国学部教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月6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
令和2年5月22日～
令和2年5月31日

令02-
30341-
505663号

052-564-6112
http://www.aichi-
u.ac.jp/

291 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

愛知大学
【選択】英文法の再検討とコーパ
ス言語学

本講習では、英語を英語学の見地から捉え直し、英語教育
への応用について考えます。前半は、学習英文法では説明
しづらい英語の文法現象を統語論の面から分析し、教育現
場に応用する術を考えます。また日本語と英語の音声の違
いに焦点を当て、適切な音声指導について考察します。後
半は、コンピュータによる言語処理を可能にした言語のビッ
クデータであるコーパスを利用して、教育の現場にて語彙や
文法指導にどのように活用できるのかを学びます。

北尾　泰幸（法学部教授）
鎌倉　義士（国際コミュニケーション学部教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校・高等学
校の英語教諭

6,000円 30人
令和2年5月22日～
令和2年5月31日

令02-
30341-
505664号

052-564-6112
http://www.aichi-
u.ac.jp/

愛知工業大学
【選択】プログラミングの初歩を体
験し、プログラミング的思考につ
いて考える

小学校段階におけるプログラミング教育では、プログラミン
グ的思考力の育成が求められています。本講習では、プロ
グラミングの知識や経験が全くない方を対象に、プログラミ
ングの初歩を講義し、実際にプログラミングを体験する中
で、プログラミング的思考とは何かを考えてもらうことを目的
としています。学習するプログラミング言語はC言語です。

小西　たつ美（工学部教授） 愛知県豊田市 6時間 令和2年8月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 25人
令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
30346-
504418号

0565-48-8121 http://www.ait.ac.jp/

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、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。

山田　和夫（工学部教授）
佐野　泰之（工学部教授）
野々垣　篤（工学部准教授）

愛知県豊田市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校教諭向

け、高等学校教
諭向け

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
30346-
504419号

0565-48-8121 http://www.ait.ac.jp/

愛知工業大学
【選択】私たちを取り巻く情報科
学

情報教育ならびに各教科において情報技術を活用した実践
的な教育を行うために、次の４つの話題に絞り込んで講習
を行います。
（１）CG・VR・インタラクション技術
（２）情報セキュリティについて
（３）インターネットを構成するネットワーク技術
（４）音声情報処理技術

水野　慎士（情報科学部教授）
菱田　隆彰（情報科学部教授）
内藤　克浩（情報科学部准教授）
玉森　聡（情報科学部講師）

愛知県豊田市 6時間 令和2年8月18日 教諭

幼稚園教諭向
け、小学校教諭
向け、中学校教
諭向け、高等学

校教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
30346-
504420号

0565-48-8121 http://www.ait.ac.jp/

愛知工業大学
【選択】3Dプリンタを利用したもの
づくり体験

3Dプリンタに関する歴史および各種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について実習する。3DCAD実習においては、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作
成する。作成したデータは造形し、お持ち帰りいただく。ま
た、3Dスキャナ等他の装置に触れ3DCADとは異なる3Dデー
タの作成方法について体験する。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する。

武田　亘平（工学部講師） 愛知県豊田市 6時間 令和2年8月19日 教諭

幼稚園教諭向
け、小学校教諭
向け、中学校教
諭向け、高等学

校教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
30346-
504421号

0565-48-8121 http://www.ait.ac.jp/

愛知工業大学
【選択】子供と先生のための防災
教育

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
ました。また、熊本の地震や北海道胆振東部地震では多く
の被害が発生しました。更に、近年では、大雨や台風等によ
る災害が毎年のように発生しています。これらの教訓に学
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 令和2年8月19日 教諭

幼稚園教諭向
け、小学校教諭
向け、中学校教
諭向け、高等学

校教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
30346-
504422号

0565-48-8121 http://www.ait.ac.jp/

愛知工業大学
【選択】未来社会を担う化学 – 社
会での役割と研究最前線 −

セラミックス化学、物性有機合成化学、生命・環境分析化
学、生体関連化学などの研究分野を例に、我々が暮らす社
会の中で、化学技術がどのように関わっているか、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かにつ
いて、講師の専門分野での研究トピックスの最前線を紹介し
ながら、概説する。

小林　雄一（工学部教授）
森田　靖（工学部教授）
手嶋　紀雄（工学部教授）
釘宮　愼一（工学部教授）

愛知県豊田市 6時間 令和2年8月20日 教諭

中学校教諭（数
学、理科、技

術）、高等学校教
諭（数学、理科、

工業）

6,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
30346-
504423号

0565-48-8121 http://www.ait.ac.jp/
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愛知工業大学
【選択】コンピュータを利用したビ
ジネスデータ分析

データ分析というと高度な数学を利用するイメージがありま
すが、現場で利用するときには、データを集めて整理したあ
とコンピューターが自動的に計算してくれます。そこで重要な
ことは、その結果をどのように分析し解釈すると有用な結論
を導き出せるかということです。
データ分析の演習を交えながらデータ分析の手法を学び，
最後は教育現場で役立つ分析とは何かについて一緒に考
えていきます。

福澤　和久（経営学部助教） 愛知県豊田市 6時間 令和2年8月20日 教諭

幼稚園教諭向
け、小学校教諭
向け、中学校教
諭向け、高等学

校教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年5月31日

令02-
30346-
504424号

0565-48-8121 http://www.ait.ac.jp/

金城学院大学 【選択】子ども理解と家族支援

近年の家族を取り巻く現状や子どもの育ちをめぐっての諸
課題などに触れつつ，保育現場における家族支援の必要性
についての理解を深める。
更に，虐待や貧困など保護を必要とする子どもや配慮を必
要とする子どもへの支援のあり方，保護者との関係づくりや
幼稚園と他の専門機関との連携のあり方等について，事例
を紹介しつつ学んでいく。また，受講者が抱えている困難事
例等を共有し，相談支援の方法論を実践的に学習する。

上村　千尋（人間科学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
30355-
506515号

052-798-0180
http://www.kinjo-
u.ac.jp/pc/index.html

金城学院大学
【選択】子どもと表現～表現を豊
かに引き出す音楽～

子どもたちは、日々心を動かす出来事に触れ、イメージした
ことを自分なりに表現し、周囲の人と共有しあいながら豊か
な感性や表現力を養っています。本講座では、絵本の読み
聞かせから、子どもたちが持つイメージと素朴な表現を大切
にしながら音楽を用いて劇表現遊びへと展開していく過程を
体験し、創造性を豊かに育む保育の在り方について考察し
ます。

磯部　澄葉（人間科学部准教授）
日比野　直子（人間科学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月4日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
30355-
506516号

052-798-0180
http://www.kinjo-
u.ac.jp/pc/index.html

金城学院大学
【選択】食指導における学校内外
との連携

以下の内容で行います。
1時間目：食教育の必要性について
2時間目：食教育の課題について
3時間目：食教育の評価について
4時間目：学外との連携について①
5時間目：学外との連携について②
6時間目：試験と講評

北森　一哉（生活環境学部教授）
平田　なつひ（生活環境学部　准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月3日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
30355-
506517号

052-798-0180
http://www.kinjo-
u.ac.jp/pc/index.html

金城学院大学 【選択】学校における食育の推進

1時間目は学校での調理実習に活用できる調理科学につい
て考究する。2～4時間目には、調理実習を用いた食育の実
践例を交え実際に実習を展開し、実践方法について検討考
察する。5時間目は、食育の展開の基礎となる子どもの食生
活の実態について、特に学童期、思春期の特徴を考究する
とともに「家庭科」、「体育科」、「保健体育科」における食に
関する指導の展開について考える。6時間目に、試験と講評
を行う。

丸山　智美（生活環境学部教授）
清水　彩子（生活環境学部講師）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月4日
栄養教

諭
栄養教諭 6,500円 20人

令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
30355-
506518号

052-798-0180
http://www.kinjo-
u.ac.jp/pc/index.html

金城学院大学
【選択】子どもの食育指導に向け
た食品・栄養代謝を考える

食育を実践していくためには、食品の知識を深め、食品を摂
取したあとの代謝を理解することが重要である。そこで、1時
間目から3時間目は、食品中の5大栄養素の知識を深めると
ともに、最近増加しているアレルギーについて考える。4時
間目と5時間目には、同じテーマで食事を食べた時の体内
代謝について理解を深める。6時間目には試験と講評を行
う。

薗田　邦博（生活環境学部准教授）
石田　淳子（生活環境学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月5日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
30355-
506519号

052-798-0180
http://www.kinjo-
u.ac.jp/pc/index.html

金城学院大学
【選択】アクションラーニング　「質
問会議」による仕事上の課題の
解決の体験

6名程度のチームを作り，参加者が実際に直面している問
題・課題を題材にして，自身の問題解決能力の伸長、園児
児童生徒の問題解決能力の育成、同僚の支援等にも役立
てられる方法を質問会議の体験を通じて学びます。アクショ
ンラーニングコーチの講習を受けた学生の都合が合えば，
最初は学生による進行で質問会議を体験していただいてイ
メージをつかんでいただき，参加者の方の進行で質問会議
を行っていただく予定である。（「質問会議」は株式会社ラー
ニングデザインセンターの登録商標です。）

長谷川　元洋（国際情報学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
30355-
506520号

052-798-0180
http://www.kinjo-
u.ac.jp/pc/index.html
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令和２年度(第２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

金城学院大学
【選択】学校教育で役立つ情報デ
ザイン

教育効果を高めるプレゼンテーションを目的に、分かりやす
い表現に必要な情報デザインのポイントについて、基礎から
発展までを学びます。
PowerPoint等のプレゼンテーションソフトを使いながら、発
表用スライド，ポスター，グラフなどの制作実習を行います。

遠藤　潤一（国際情報学部准教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2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 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
30355-
506521号

052-798-0180
http://www.kinjo-
u.ac.jp/pc/index.html

金城学院大学
【選択】シミュレーション教材を用
いた ネットショッピングに関する
消費者教育の授業

１限（90分）：消費者教育の理念と目的
２限（90分）：消費者教育が必要とされる社会的背景
３限（90分）：ネットショッピングに関する消費者教育の実践
４限（90分）：総括試験

上野　顕子（生活環境学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月12日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
30355-
506522号

052-798-0180
http://www.kinjo-
u.ac.jp/pc/index.html

至学館大学
【選択】これからの安全教育のあ
り方　　～東日本大震災に学ぶリ
スクマネジメントを基本に～

　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会を設定する。

谷岡　郁子（学長）
廣瀬　帆曜（健康科学部こども健康・教育学科
教授）
笹竹　英穂（健康科学部健康スポーツ科学科教
授）
吉本　健一（健康科学部こども健康・教育学科
教授）
木村　具子（健康科学部栄養科学科助教）
細谷　正明（短期大学部体育学科教授）
上島　久明（短期大学部体育学科助教）

愛知県大府市 18時間
令和2年8月18日～
令和2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
校・中等教育学
校・特別支援学

校教諭

18,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
30361-
504483号

0562-46-1218 http://www.sgk.ac.jp/

至学館大学
【選択】女子アスリートの育成とケ
アについて

　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。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。

谷岡　郁子（学長）
廣瀬　帆曜（健康科学部こども健康・教育学科
教授）
光岡　かおり（健康科学部健康スポーツ科学科
准教授）
宮澤　太機（健康科学部健康スポーツ科学科准
教授）
杉島　有希（健康科学部栄養科学科准教授）
細谷　正明（短期大学部体育学科教授）

愛知県大府市 6時間 令和2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・中等教育学
校・特別支援学

校教諭

6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年9月30日

令02-
30361-
504484号

0562-46-1218 http://www.sgk.ac.jp/

中部大学
【選択】地球の観察と地震への備
え

地球科学に関する最新の研究から、人間生活に直接影響
する大地の変動に関わる部分をとり上げる。（1）地震予知科
学の現状と将来、（2）東北地方太平洋沖地震で起きた事・ま
だ起きていない事、（3）巨大地震から命を守るための人の
備え・建物の備え、の３つの視点から科学技術の進歩と人
間の生活を見つめ直す。受講対象者は特に制限を設けな
い。理科教員の教科指導にとどまらず、日常の学校生活に
おける安全・安心に寄与する情報を共有するための講習と
する。

工藤　健（工学部教授）
愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 32人

令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503875号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学 【選択】目から知る脳と心

目には心・感情・意識などの脳の状態が現れることが経験
的には知られていましたが、最近の研究により、目の動き、
すなわち眼球運動に脳状態に関する膨大な情報が多様な
特徴として反映されることが示されています。本講習では、
人の眼球運動からわかる様々な脳状態について最新の知
見を講義します。また、眼球運動に代表される身体運動の
特徴である運動学習の脳内神経機構について講義し、ボー
ル投げ実験を通して、運動の学習と記憶に関する諸特性を
体験していただきます。

平田　豊（工学部ロボット理工学科教授）
愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月5日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 60人

令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503876号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学 【選択】ロボットプログラミング

本講義では『LEGO Mindstorms EV3』を用いて、プログラミン
グの基礎をロボット制御の実習を通じて実践的に学んで頂
きます。さらに、効果的に創造性活動を行うための方法とし
てリフレクションについて学びます。また、ロボットの定義か
らロボットに関する先端研究を紹介し、人工知能並びにロ
ボット技術の理解を深めます。本講義で体験するリフレク
ションは、学校教育において創造活動を円滑に進めるため
のヒントになります。

藤吉　弘亘（工学部ロボット理工学科教授）
鈴木　裕利（工学部情報工学科教授）

愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月18日 教諭
中・高等学校教

諭（理数系教科、
情報、工業）

6,000円 30人
令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503877号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/
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令和２年度(第２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

中部大学
【選択】エネルギーの有効利用と
実験実習

地球温暖化問題や資源枯渇問題が注目されている。中で
も、エネルギーの有効利用についてそのエネルギーの歴
史、技術分類、化石燃料、再生可能エネルギー、省エネル
ギーに関する基礎知識と最新の事例を紹介する。実験実習
ではボイルの法則について実験装置を用いて実験を行い、
配布された計算シートを用いて、簡単な課題シートの作成を
行う。

行本　正雄（工学部機械工学科教授）
愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月19日 教諭
中・高等学校教

諭（理数系教科、
情報、工業）

6,000円 30人
令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503878号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学
【選択】都市における水災害の現
状と課題

近年、台風やゲリラ豪雨に伴う水害が多発しています。授業
では、水防災の立場からみた「まちづくり」の現状と課題、都
市の水災害に関する研究事例を紹介します。また、地域防
災力向上のためには、災害やその対策に関する住民の理
解が欠かせません。現在、防災教育（防災意識の涵養）の
在り方が多くの場で議論されています。ここでは、小学校・中
学校・高校における防災教育をみつめ、知識を深めたいと
思います。

武田　誠（工学部都市建設工学科教授）
愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 32人

令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503879号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学 【選択】人的資源管理の活用

経営環境の激変の中で、企業が発展していくためには、経
営戦略とともに人的資源の有効な活用がますます重要と
なってきている。人材こそが企業の価値創造の源泉になると
ともに、投資によって人材の価値を高めることが出来るから
である。企業の人的資源管理の手法を用いて、学校組織の
活用、生徒のモチベーションアップなど生徒指導のヒントとな
ることを期待する。また、人材開発につながる発想法などの
演習も行う。

西田　豊昭（経営情報学部経営総合学科准教
授）

愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月19日 教諭 高等学校教諭 6,000円 47人
令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503880号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学
【選択】激動する国際関係のダイ
ナミズム

冷戦終結から今日に至るまでの激動する国際関係のダイナ
ミズムを分かりやすくフォローする。先進国だけでなく、急成
長する中国などの新興国、そしてそれに遅れをとっている多
くの途上国にも目を向ける。現在進行中のすさまじいイノ
ベーション（AI、暗号資産など）がいかに世界を変えていくか
ということにもふれたい。
学校教育においては、国際理解教育の推進が重要視され
ており、現在の複雑な国際社会を理解することは極めて重
要と考える。そのため対象教科を特には指定しない。

高　英求（国際関係学部国際学科教授）
愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月26日 教諭
中・高等学校教

諭
6,000円 45人

令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503881号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学 【選択】ストレスと心のケア

ストレスが健康に悪影響を及ぼす仕組みについて概説し、
児童・思春期の子ども及び教師の抱えるストレスの特徴と心
の健康上の問題について理解を深める。その上で、ストレス
と上手に付き合っていく方法であるストレスマネジメントに関
する実習を行う予定である。

堀　匠（人文学部心理学科講師）
愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月20日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

6,000円 47人
令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503882号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学 【選択】物と文字が語る歴史

歴史を研究するにあたり、中心となる方法論は史資料の読
解と解釈である。本講義では、特に文献史学と考古学的な
アプローチについて紹介する。特に、文字資料と物的資料
それぞれが持つ有効性と限界性について、技術的な問題も
絡めながら説明する。なお、文字資料では「『愛知県史』資
料編に掲載された史料」を事例として、物的資料では「中国
新石器時代から初期王朝の考古資料」を事例として取り上
げる予定である。

篠宮　雄二（人文学部歴史地理学科教授）
渡部　展也（人文学部歴史地理学科准教授）

愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月27日 教諭
中学校教諭（社

会）、高等学校教
諭（地理歴史）

6,000円 50人
令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503883号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学
【選択】英語スピーキング能力
は、どのように評価するべきか？

英語授業のオールイングリッシュ化にともない、学生に英語
でスピーキング/発話をさせる機会が増加している。本講座
では、まず言語テスティングに関する基礎理論を学び、英語
発話の評価方法・評価基準について理解する。これに続き、
各受講者の教育現場で運用可能な評価基準表を、グルー
プワークを通して作成する。

三上　仁志（人文学部英語英米文化学科講師）
愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月5日 教諭
中・高等学校教

諭（英語）
6,000円 30人

令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503884号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/
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令和２年度(第２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

中部大学
【選択】発光生物を使った遺伝子
解析実験

近年の遺伝子解析技術の進歩と価格競争により、生物を遺
伝子解析することがより身近なテクニックとなりつつある。こ
こでは、中・高校の設備でも実施が可能になってきたPCR
（ポリメラーゼ連鎖反応）とRFLP（制限酵素断片長多型）に
ついて、身近で生徒たちが興味を持ちやすい生物材料とし
てホタルミミズMicroscolex phosphoreusを使った実験を実施
する。その他、さまざまな発光生物の観察を行う。

大場　裕一（応用生物学部環境生物科学科教
授）
福田　雅夫（応用生物学部応用生物化学科教
授）

愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月26日 教諭
中・高等学校教

諭（理科）
6,000円 25人

令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503885号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学
【選択】「緊急時の初期対応と応
急処置」について学ぼう

子どもたちの危機にどう対応するかは、教員にとって重要な
課題です。命を守るためには「正確な知識、冷静な判断力、
的確な技術・行動力」ができる教員の『存在』が求められて
います。学校現場で起こる創傷、熱傷、アナフィラキシー、熱
中症等が発生した場合に、早期判断・応急処置・救急要請
の方法や、万が一心停止が起きた場合の心肺蘇生の実習
を行います。

北辻　耕司（生命健康科学部スポーツ保健医療
学科助教）

愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

6,000円 32人
令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503886号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学
【選択】健やかに過ごすために
はー学童期・思春期・高齢期を中
心にー

健やかに過ごすために学童期・思春期・高齢期に必要な実
践的知識について、最新のトピックを中心に講義する。
学童期：アレルギー疾患の最新ガイドラインに沿った治療や
児童と保護者に対する適切な対応・処置について説明す
る。
思春期：近年の思春期の子どもの性行動の特徴やＬＧＢＴを
理解するための基礎的知識について説明する。
高齢期：介護要因となる転倒・骨折に対する予防について
運動の継続という視点も含めて説明する。

加藤　智香子（生命健康科学部理学療法学科
教授）
横手　直美（生命健康科学部保健看護学科准
教授）
石井　真（生命健康科学部保健看護学科准教
授）

愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

6,000円 40人
令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503887号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学
【選択】文学教材本文の問題とこ
とば遊びによる表現指導

講習前半では、「ごん狐」「少年の日の思い出」など、小学
校・中学校国語科の文学教材を取り上げ、教科書本文が抱
える問題について考えます。
講習後半では、折句・物名などのことば遊びを用いた表現
指導の方法について、実習を交えて講義します。

高木　徹（現代教育学部現代教育学科教授）
愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（国語）

6,000円 30人
令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503888号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学
【選択】「話すこと・聞くこと」の基
本技法と国語科における「話すこ
と・聞くこと」領域の指導法

「話すこと・聞くこと」の基本技法と授業での指導方法につい
て、講義と実習を交えて講習を行います。様々な実習の体
験を通し、色々なことにお気づきいただけるよう進めて参り
ます。まず、当該領域の教育に資するための日本語音声の
知識について触れます。その後、受講者の方々それぞれの
話しことばを見つめ直す機会を持ち、さらに国語科の「話す
こと・聞くこと」領域の指導法について、検討していきます。

寺井　一（現代教育学部教授）
愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭

（国語）
6,000円 36人

令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503889号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学
【選択】小学校の学級経営と生徒
指導

「いじめ」や「不登校」といった生徒指導上の諸問題につい
て、児童の対人関係という側面を中心にして心理学的な知
見にもとづいた検討を行う。
さらに、生徒指導上の問題の予防や解消に役立つことが期
待できるグループ･ワークに関連した演習や、教育相談や保
護者面談などを効果的に実施するためのスキルに関連した
演習なども合わせて行う。

三島　浩路（現代教育学部現代教育学科教授）
愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月27日 教諭 小学校教諭 6,000円 24人
令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503890号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学 【選択】絵画の制作と鑑賞

図画工作、美術の授業を行う時、制作と鑑賞の二つは欠か
せません。絵画作品を鑑賞し、絵画の内容とともに、どのよ
うな技法を駆使して制作されているのか、具体的に解明して
いきます。その後、実際に学んだ技法を使って作品を制作し
ます。授業に役立つ参考文献についても紹介します。

長尾　寛子（現代教育学部現代教育学科教授）
愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭(美

術）
6,000円 36人

令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503891号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

中部大学
【選択】「深い学び」を実現する算
数科の授業づくり

今、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善が
強調されています。しかし実際の授業の中で「深い学び」を
実現することはそれほど容易なことではありません。そこで
本講座では、算数授業での子どもの姿をもとに、「深い学
び」とはどのような学びなのかを考え、それをもとに、実際の
授業場面で生かすことのできる指導法についてワークショッ
プ形式を交えながら講義し、「深い学び」の見える授業の実
現を目指します。

小池　嘉志（現代教育学部現代教育学科准教
授）

愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 36人
令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503892号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学
【選択】読解力・言語力を育てる
「辞書引き学習」

ＯＥＣＤが2019年12月3日に発表した、国際的な学習到達度
調査ＰＩＳＡ２０１８において、日本の15歳の「読解力」が過去
最低の15位に低迷した。また、2019年全国学力状況到達度
調査小学校国語で愛知県は最下位であった。読解力の基
礎である言語力の向上に国内外で実績を挙げている「辞書
引き学習法」を開発者が直接、実技講習を通して伝達する。

深谷　圭助（中部大学現代教育学部現代教育
学科教授）

愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 40人

令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503893号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

中部大学
【選択】学習意欲の心理学：自律
的に学ぶ児童生徒を育てる

学習指導要領に「主体的・対話的で深い学び」の理念が導
入され、児童生徒の主体的・自律的に学ぶ意欲をどのよう
に育むかが、教育実践上の大きなテーマとなっています。本
講義では、学習の動機づけに関する心理学の理論や研究
知見を概観した上で、児童生徒の自律的な学習意欲を引き
出す方法について、受講者のみなさんと一緒に考えていき
たいと思います。

伊藤　大幸（現代教育学部現代教育学科講師）
愛知県春日井
市

6時間 令和2年8月26日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 60人

令和2年4月25日～
令和2年5月15日

令02-
30362-
503894号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/

同朋大学
【選択】教員のICT活用と教育の
情報化の実際

現代社会では、パソコンやスマートフォンに代表される各種
ICT（情報通信技術）を、より良く活用する能力は必要不可欠
である。教育現場でも電子黒板やタブレット端末の活用など
を出発点にして「教育の情報化の推進」が求められている。
本講習では、教員が注意すべきICT活用方法の解説と、こ
れからの教育に必要な教育の情報化や教育実践等につい
て紹介する。

森　祥寛（金沢大学　総合メディア基盤センター
助教）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 5,000人
令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504210号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学
【選択】仏教に基づく道徳教育と
人間形成

道徳が教科化された今、道徳教育に期待が高まっている。
様々な道徳教育理論がある中、本授業では、仏教的教育人
間学に基づく道徳教育について概説する。現代の道徳教育
の動向と道徳教育の歴史、道徳教育と宗教教育、日本の道
徳思想、幼児期の道徳教育と宗教教育、ジャータカを資料と
する道徳授業、道徳教育と禅の思想、授業案の作成等を紹
介する。

岩瀬　真寿美（社会福祉学部准教授） インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭 小・中学校　教諭 6,000円 5,000人
令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504211号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学
【選択】教師のためのオフィスソフ
トの使い方～アンケート調査を例
に～

「アンケート調査実施」を題材に、オフィスソフトの代表である
Word、Excel、PowerPointの基本的な操作方法を学習する。
教師自身のソフトウェア取扱い技術の習得だけでなく、ソフト
ウェア操作を児童生徒に対して指導する際のヒントとした
い。なお、本講習ではソフトウェア操作方法の解説が主題で
あり、効果的なアンケート調査票の作成や統計的処理など
の詳細な解説は行わない。

森　祥寛（金沢大学　総合メディア基盤センター
助教）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 5,000人
令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504212号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学
【選択】やさしい児童期・思春期
の精神医学〜その深層心理と心
の病気〜

児童期・思春期は心理的・社会的発達に大切な時期であ
り、特に思春期は身体的・心理的・社会的にも変動の著しい
時期であり、その中で自己を確立していく大きな課題をもっ
ている。しかし、学校場面では増加し続ける不登校、深刻な
問題行動等が、社会全体の問題となっている。また、この時
期は様々なタイプの神経症性障害の好発時期でもあり、学
校の精神保健が重要課題となる。この講座では子どもたち
の深層心理と心の病気を学習する。

小山　善子（金城大学　医療健康学部特任教
授）
鈴木　健一（名古屋大学　学生相談総合セン
ター教授）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 5,000人
令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504213号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp
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同朋大学
【選択】学校現場のメンタルヘル
ス

学校現場でのメンタルヘルスには不登校をはじめとしいじ
め、発達障害、虐待児、自殺等様々な問題が挙げられる。
近年、いじめの問題の対応は深刻で、いじめによる自殺は
大きな社会問題にまでなっている。また新しい問題として
は、睡眠時間や勉強にも影響しかねないスマートフォンには
まっている高校生。これらの子どもに対応する教師のメンタ
ルヘルス対策も重要課題である。この講座では学校場面で
の子どもの問題の対応と教師のメンタルへルスを学習する。

小山　善子（金城大学　医療健康学部特任教
授）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 5,000人
令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504214号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学 【選択】学校における消費者教育

この講習では、消費者の権利と責任、契約、生活設計や家
計管理、消費者トラブルの未然防止などの消費者教育を学
校で効果的に実施するための学習目標や指導計画、指導
方法や留意点等を実践事例を踏まえて学習します。

松浦　義昭（金沢大学　人間社会学域経営学系
専任講師）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
小・中・高等学校　

教諭
6,000円 5,000人

令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504215号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学 【選択】雇用のルール

人は、人生の半分以上は労働に関わりを持つが、その労働
の多くは他人に雇われての労働である。雇用に関するルー
ルを定めているのが労働法であるが、生徒・学生たちはそ
の法律知識も不十分なままに雇用社会に送り出されてい
る。この講習では、雇用社会で働く人にはこの程度の法律
知識は持ってほしい、また教えておいてほしいと思われる、
雇用のルールを学習する。

前田　達男（金沢大学名誉教授） インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
中・高等学校　教

諭（社会科）
6,000円 5,000人

令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504216号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学 【選択】わかりやすい環境問題

日常生活の中で環境改善のために努力している先生方、
ちょっと立ち止まってご一緒に考えてみませんか。環境問題
も、真実を見分ける目で、「科学の心」で捉えることが大切で
す。本講座では、地球温暖化・オゾンホール・排気ガス問
題・廃棄物問題・資源エネルギー問題等を、解説したいと思
います。素朴な疑問の「なぜ」を考えることによって始まった
環境問題への取組の歴史は、色々の事を私達に教えてくれ
ます。一緒に考えましょう。

坂東　昌子（愛知大学名誉教授）
前　直弘（関西大学　システム理工学部特任教
授）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
小・中・高等学校　

教諭
6,000円 5,000人

令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504217号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学
【選択】成績評価のための統計学
講座

生徒の成績評価は、教員にとっても最も重要な仕事の一つ
である。そこでは、生徒1人1人への絶対的な評価と共にクラ
ス全体、学年全体の中での相対的な評価も必要となる。本
講習では、多くのデータについて検討・評価する統計学を成
績評価という点から学習し、平均、分散、標準偏差、偏差値
等の意味を知り、その計算方法について習得する。これに
よって改めて、成績評価について検討させることを目標とす
る。

森　祥寛（金沢大学　総合メディア基盤センター
助教）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
小・中・高等学校　

教諭
6,000円 5,000人

令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504218号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学 【選択】Webとその作成

Webは電子メールと並んでインターネットにおいて最も頻繁
に利用されるツールであり、学校における教育および業務
においても利用価値の高いものである。この講座ではWeb
の仕組みと作成方法について解説し、Webシステムについ
ての正しい理解とページ作成に当たり必要となる実践的知
識の習得を目指す。

井町　智彦（金沢大学　総合メディア基盤セン
ター准教授）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
小・中・高等学校　

教諭
6,000円 5,000人

令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504219号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学 【選択】宇宙と素粒子

われわれの存在しているこの宇宙を現代の物理学はどのよ
うに理解しているのか、そしてわれわれを作っている原子、
素粒子の世界はどのようになっているのかを学ぶ。特に、宇
宙全体の姿とミクロの素粒子は実は深く結びついており、宇
宙の研究から素粒子が予言され、素粒子の研究から宇宙
の過去・現在・未来が予言されることを学び、現代の自然観
の全貌を俯瞰する。

青木　健一（金沢大学　理工研究域数物科学系
教授）
末松　大二郎（金沢大学　理工研究域数物科学
系教授）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
中・高等学校　教

諭（理科）
6,000円 5,000人

令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504220号

052-411-1114 https://e-kyoin.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

同朋大学
【選択】ＩＣＴを活用した「アクティ
ブ・ラーニング型」力学授業法

最新のICT（力・距離・加速度センサー・超高速動画カメラ・
パソコン等の情報通信技術）を活用して、意外性に富む実
験結果の「予測・討論・実験的検証」による能動的学習過程
を考究する「アクティブ・ラーニング型力学授業法」について
の講義である。その際、仮説を明快に検証して科学概念を
効果的に形成する授業の実現を特に重視する。ホバーサッ
カーの空中浮揚や超軽量力学台車と携帯扇風機を用いた
摩擦抵抗が無視できる世界、空気抵抗や水の粘性抵抗が
支配的な日常世界、等を能動学習する。

小林　昭三（新潟大学名誉教授） インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
中・高等学校　教

諭（理科）
6,000円 5,000人

令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504221号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学
【選択】未来への新しいエネル
ギーと発電のしくみ

近年、地球温暖化による環境問題が大きくなっており、CO2
を排出しない太陽光、風力、水力、地熱等の再生可能エネ
ルギーによる発電やカーボンニュートラルのバイオマスエネ
ルギーの利用、さらに身近な振動現象から発電を行う環境
発電が注目されている。本講習では、これらの身近にあるエ
ネルギーを地域で生産して消費する、安全・安心で持続可
能な社会のためのエネルギーの利用技術とその活用例に
ついて解説する。

木綿　隆弘（金沢大学　理工研究域機械工学系
教授）
本多　了（金沢大学　理工研究域環境デザイン
学系准教授）
木村　繁男（小松大学　特任教授）
上野　敏幸（金沢大学　理工研究域電子情報学
系准教授）
桑原　貴之（金沢大学　理工研究域物質化学系
准教授）
河野　孝昭（金沢大学　理工研究域サステナブ
ルエネルギー研究センター准教授）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
小・中・高等学校　

教諭
6,000円 5,000人

令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504222号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学
【選択】バイオへの誘い（生命の
仕組み）

21世紀はヒトゲノム配列の決定で明けました。ゲノムを調べ
て、個人に相応しいオーダーメイドの医療と健康法、感染症
や遺伝病の治療、臓器の移植と構築等々、素晴らしい
Quality of Lifeが待ち構えていることでしょう。このような時代
に身体を作っている物質とその反応を把握することが大切
です。本講習ではバイオの基礎を紹介します。

鈴木　健之（一般社団法人教員等育成事業支
援機構　代表理事）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
中・高等学校　教

諭（理科）
6,000円 5,000人

令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504223号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学
【選択】子ども達と一緒に語る資
源とエネルギー

最近、資源とエネルギーの話がたくさん出るようになりまし
た。これに伴い、エネルギーとは何か、未来の資源はどうな
るのか、と言うことを色々な角度から正しい知識と考え方を
持って、理解していくことが必要になってきました。例えば、
資源節約の為の3R運動は、資源の性質を見極めないと、本
当に環境に優しいのか、資源の節約になるのかが分かりま
せん。本講習では、日常生活の色々な議論を考え、まとめ
てみます。

坂東　昌子（愛知大学名誉教授）
前　直弘（関西大学　システム理工学部特任教
授）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
小・中・高等学校　

教諭
6,000円 5,000人

令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504224号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学
【選択】わかりやすい小学校理科
実験の手引き（電気・磁気）

小学校から大学まで一貫して学ぶ電磁気は、社会生活とも
密接につながっています。この講習では、電気と磁気という2
つの異なった現象が、どのように統一されたかを解説し、電
磁気を具体的かつイメージ豊かに捉えるメニュー、素材、好
奇心を引き出す工夫、発展的な教材の紹介などを盛り込み
ました。電磁気の基礎概念として、しっかり捉えることが大切
です。きっと新しい発見ができます。

坂東　昌子（愛知大学名誉教授）
松林　昭（京都教育大学　大学院非常勤講師）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭 小学校　教諭 6,000円 5,000人
令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504225号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

同朋大学 【選択】風景のサイエンス

心を静めて戸外の環境に目を凝らすと、空の様子、遠くの山
の見え方、水面等、同じものであっても、その色や見え方は
千変万化する。この現象への小中高生の気付きは理科の
芽の一つであり、生徒への適切な対応が求められる。この
一見複雑な現象は、二十世紀に解明された気候、原子・分
子、光の科学で読み解くことができ、本講習では、水蒸気や
チリのわずかな配合の具合で風景は驚くほど変貌すること
等を学ぶ。

佐藤　文隆（京都大学名誉教授） インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円 5,000人
令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504226号

052-411-1114 https://e-kyoin.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

同朋大学
【選択】幼児からの英語遊び指導
法

子どもには、自分の世話をしてくれる人のことばを学ぼうと
する本能があります。そのため子どもは、自分に関わってく
れる先生方のことばを、一生懸命習得しようとします。子ども
たちと日中を一緒に過ごされる学級担任は、様々な生活
シーンで英語を使って会話することが可能です。これらの経
験を通じて、子どもに実際の生活シーンで使える英語がしっ
かりと身につきます。この講座では、遊びや生活を通じた英
語の指導法を習得します。

高尾　淳子（社会福祉学部講師） インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

教諭
幼稚園・小学校　

教諭
6,000円 5,000人

令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
504227号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

名古屋学芸大学

【選択】幼児期の終わりまでに
育って欲しい10の姿～健康な心
と体・豊かな感性と表現を中心に
～

改訂幼稚園教育要領の変わらない基本は、環境を通して幼
児の主体性を育むことであり、その大前提は、「幼児は安定
した情緒の下で自己を十分に発揮する」と明記されている。
「健康な心と体」は情緒の安定が基盤となり育まれ、そのた
めには教師と幼児が動作や感情に共鳴し合う関係性を構築
することが重要である。そして、周囲の環境や他者と共鳴し
合うためには、「豊かな表現と感性」が求められる。それは、
子どもの健康に寄り添う養護教諭や、学校における健康教
育を栄養指導により促進する栄養教諭にとっても必要な学
びとなる。本講座では、それらを理論と実践の両面から学
ぶ。

渡辺　桜（ヒューマンケア学部教授）
林　麗子（ヒューマンケア学部准教授）

愛知県日進市 6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
30370-
505632号

0561-75-7111　
(内線： 2799)

https://www.nuas.ac.jp

名古屋学芸大学
【選択】食物アレルギーの基礎と
対応

食物アレルギーの発症およびその抑制に関する基礎知識、
食品の低アレルゲン化、食品別アレルギー対応、食物アレ
ルギー患者への栄養指導などを中心に、『食物アレルギー
の栄養食事指導の手引き』『食物アレルギー診療ガイドライ
ン』『学校給食における食物アレルギー対応の手引き』に触
れながら解説する。また、食物アレルギー児に対応できる代
替食を理解し習得する。

山田　千佳子（管理栄養学部准教授）
楳村　春江（管理栄養学部講師）

愛知県日進市 6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
30370-
505633号

0561-75-7111　
(内線： 2799)

https://www.nuas.ac.jp

名古屋学芸大学
【選択】ライフスキル（生きる力）を
育む健康教育

児童生徒のセルフエスティーム（自尊感情）や目標設定スキ
ル、意志決定スキル、ストレスマネジメントスキル、コミュニ
ケーションスキル等のライフスキル（生きる力）の形成を図る
ことによって、児童生徒の健全な発達を促し、危険行動（例
えば、喫煙・飲酒・薬物乱用、性の逸脱行動、不健康な食生
活等）を防止するプログラムの理論と実際について体験的
に学習します。

近森　けい子（ヒューマンケア学部教授）
木村　美来（ヒューマンケア学部非常勤講師）

愛知県日進市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭、中
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

6,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
30370-
505634号

0561-75-7111　
(内線： 2799)

https://www.nuas.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、利点・問題点などについて話しあう。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。

茂木　良治（外国語学部准教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年6月27日 教諭
中学校・高等学

校フランス語科教
諭

6,000円 15人
令和2年4月7日～
令和2年4月21日

令02-
30378-
505863号

052-832-3285　
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.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。

CRIPPS　Anthony（外国語学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年7月22日 教諭
高等学校英語科

教諭
6,000円 16人

令和2年4月7日～
令和2年4月21日

令02-
30378-
505864号

052-832-3285　
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

南山大学
【選択】みんなで学ぼう日本の税
制

日本の税制に関し、現在の日本の国における財政の現状を
説明し問題点を理解する。その後、明治以降から今日に至
るまでの税制や税の執行状況についての歴史について触
れ、現在適用されている所得税法、法人税法、消費税法等
各税法の基本的な仕組みについて述べ、現在の各税法の
課題について整理し、今後のあるべき税制について検討す
る。この講義を通して、教員に対し租税教育の一環として児
童生徒等に対する日本の税制の学修についての素材を提
供する。加えて、この講座により、受講した各教員から道徳
的観点も踏まえて児童生徒等に納税に係る指導を行うこと
により、児童生徒等の納税道義の高揚に資することを期待
する。

岸野　悦朗（経済学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年7月28日 教諭
小学校・中学校
社会科・高等学
校公民科教諭

6,000円 30人
令和2年4月7日～
令和2年4月21日

令02-
30378-
505865号

052-832-3285　
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/

南山大学
【選択】近年における宗教と宗教
教育の動向から

本講習では、近年の宗教の役割や、宗教教育をめぐる動向
の変化について理解を深めたうえで、より効果的な教育方
法について、実践をまじえて考えます。特に、第一に「宗教」
という概念をめぐる問題点や昨今の議論を解説し（イスラー
ムの位置づけ、カルト、スピリチュアル等）、第二に、キリスト
教を中心として、現代の宗教と社会倫理との関係をめぐる諸
問題を解説し、それらの視点を授業に反映させる方法を考
えます。

佐藤　啓介（人文学部准教授）
RAJCANI　Jakub（人文学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年7月25日 教諭
中学校・高等学
校宗教科教諭

6,000円 20人
令和2年4月7日～
令和2年4月21日

令02-
30378-
505866号

052-832-3285　
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/

南山大学
【選択】体験から学ぶ児童・生徒・
教員・保護者の人間関係

児童・生徒間、児童・生徒と教員、教員と保護者など、学校
教育における多様なステークホルダーの間で起こる人間関
係について、体験を通して学び、意義ある関わり方へ向けて
の方策について探究する。

池田　満（人文学部准教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年6月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 36人
令和2年4月7日～
令和2年4月21日

令02-
30378-
505867号

052-832-3285　
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/

南山大学
【選択】組織における人材育成と
経営倫理

本講習では、組織経営において非常に重要な要素であるヒ
トの育成（人材育成）に必要な観点を学ぶとともに、現代社
会において非常に重要性が増している経営倫理についても
学びを深める。受講人数次第であるが、必要に応じてケー
スメソッドの活用を考えており、基本的にはディスカッション・
ベースで進める予定である。

安藤　史江（経営学部教授）
高田　一樹（経営学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年7月30日 教諭
高等学校商業科

教諭
6,000円 30人

令和2年4月7日～
令和2年4月21日

令02-
30378-
505868号

052-832-3285　
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/

大谷大学 【選択】知的障がい者の支援

インクルーシブ教育システム構築のため、すべての教員は、
特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していること
が求められる。本講習では特に知的障がい者の社会的自
立を目指しての就労支援や発達障がいのある児童生徒へ
の教育的支援について取り上げ、その具体的な方法・実践
例を踏まえながら講義する。

安田　誠人（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月6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

5,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年7月17日

令02-
30395-
506658号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学 【選択】知的障がい者の支援

インクルーシブ教育システム構築のため、すべての教員は、
特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していること
が求められる。本講習では特に知的障がい者の社会的自
立を目指しての就労支援や発達障がいのある児童生徒へ
の教育的支援について取り上げ、その具体的な方法・実践
例を踏まえながら講義する。

安田　誠人（教育学部教授）
京都府福知山
市

6時間 令和2年6月20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

5,000円 80人
令和2年3月16日～
令和2年5月22日

令02-
30395-
506659号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学 【選択】知的障がい者の支援

インクルーシブ教育システム構築のため、すべての教員は、
特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していること
が求められる。本講習では特に知的障がい者の社会的自
立を目指しての就労支援や発達障がいのある児童生徒へ
の教育的支援について取り上げ、その具体的な方法・実践
例を踏まえながら講義する。

安田　誠人（教育学部教授） 滋賀県長浜市 6時間 令和2年5月24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

5,000円 80人
令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
30395-
506660号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学 【選択】地域・くらし・子育て

一部の都市部を除き、全国的に高齢化や過疎が進んでおり
ます。具体的な福祉事情を事例としながら、教育と福祉の接
点について講義する。本講習によって、学校・福祉・地域の
つながりを意識し、社会全体での子育てという視点にも言及
したい。

山下　憲昭（文学部教授） 大分県日田市 6時間 令和2年5月16日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校　教諭
5,000円 40人

令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
30395-
506661号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html
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大谷大学 【選択】地域・くらし・子育て

一部の都市部を除き、全国的に高齢化や過疎が進んでおり
ます。具体的な福祉事情を事例としながら、教育と福祉の接
点について講義する。本講習によって、学校・福祉・地域の
つながりを意識し、社会全体での子育てという視点にも言及
したい。

山下　憲昭（文学部教授） 石川県小松市 6時間 令和2年7月4日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校　教諭
5,000円 40人

令和2年3月16日～
令和2年6月12日

令02-
30395-
506662号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】仏教思想から見る人間の
目的

古代インド人にとって、人間の目的は解脱（涅槃）であった。
苦の原因（無明、煩悩、業）を順次滅することによって苦を滅
する。この解脱のプロセスを知ることで、ブッダのことばの真
意が理解できるようになる。本講習ではこの「苦」や解脱の
プロセスを通じ、ブッダの言葉の真意から人間の生き方、人
との関わり合いの中で生かされる自分に気づき、「命」と向き
合うこと、「命」と「生きる力」について考える。

山本　和彦（文学部教授） 長野県伊那市 6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校・中学校・
高等学校（生徒

指導、道徳、宗教
科）教諭

5,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年7月17日

令02-
30395-
506663号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】発達臨床・法心理学から
見たヒトの育ち

発達臨床では、ヒトの発達を生物学的な変容と環境による
学習の組み合わせとして視る。この観点から初期コミュニ
ケーションの生成過程、発達障害、児童虐待を解き明かし、
他者理解の基本と、どのような時にヒトは変わっていくのか
について論じる。また法心理学的観点から、事実確認と共
感的受容という2つの異なる面接法について述べる。さらに
社会的適応をキーワードに、望ましい学級運営や危機対応
法を紹介する。

脇中　洋（社会学部教授） 滋賀県長浜市 6時間 令和2年5月23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

5,000円 80人
令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
30395-
506664号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】一人ひとりのニーズに応
じた教育・指導・支援

一人ひとりの障害のある子どもへの配慮や支援が、担当す
る学級全体の子どもの学びを大きく伸ばすことを踏まえなが
ら、障害のある子どもの教育に関する基本的な知識を講義
します。また、その支援と指導について、学習環境のあり
方、教材・教具の工夫などを含めて、障害のある子どもへの
よりよい教育・指導・支援のあり方について、具体的な事例
を踏まえて講義します。

朝比奈　覚順（文学部教授） 石川県小松市 6時間 令和2年7月5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

5,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年6月12日

令02-
30395-
506665号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】一人ひとりのニーズに応
じた教育・指導・支援

一人ひとりの障害のある子どもへの配慮や支援が、担当す
る学級全体の子どもの学びを大きく伸ばすことを踏まえなが
ら、障害のある子どもの教育に関する基本的な知識を講義
します。また、その支援と指導について、学習環境のあり
方、教材・教具の工夫などを含めて、障害のある子どもへの
よりよい教育・指導・支援のあり方について、具体的な事例
を踏まえて講義します。

朝比奈　覚順（文学部教授） 長野県飯田市 6時間 令和2年8月5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

5,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年7月17日

令02-
30395-
506666号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学 【選択】子どものこころに寄り添う

子どものこころの発達的な変化、特に小学校中学年から思
春期に当たる中学校・高等学校にかけての変化について、
今一度、改めて考えてみましょう。それに伴って子どもの自
己像が変化し、親子・きょうだいなどの家族関係も、学校に
おける友達関係、対教師関係などのあり方も変化します。一
人ひとりの子どものこころを見立て、それを指導や支援にど
う生かしていくのか。みなさんと一緒に考えていきたいと思
います。

谷口　奈青理（文学部教授）
京都府福知山
市

6時間 令和2年6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

5,000円 80人
令和2年3月16日～
令和2年5月22日

令02-
30395-
506667号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】人間関係についての心理
学的アプローチ

幼児・児童・生徒は幼稚園から高等学校までの間に、著しく
心や体の成長をします。その中で子どもたちは自己の発達
や友人関係の変化を経験していきますが、そこには男子、
女子それぞれの難しさがみられます。本講習では、こうした
心身の発達的特徴を踏まえた上で、子ども間、子どもと教師
等の人間関係について心理学的にアプローチをします。

田中　久美子（教育学部教授） 宮崎県日向市 6時間 令和2年5月24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

5,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
30395-
506668号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html
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大谷大学
【選択】人間関係についての心理
学的アプローチ

幼児・児童・生徒は幼稚園から高等学校までの間に、著しく
心や体の成長をします。その中で子どもたちは自己の発達
や友人関係の変化を経験していきますが、そこには男子、
女子それぞれの難しさがみられます。本講習では、こうした
心身の発達的特徴を踏まえた上で、子ども間、子どもと教師
等の人間関係について心理学的にアプローチをします。

田中　久美子（教育学部教授） 長野県飯田市 6時間 令和2年8月7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

5,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年7月17日

令02-
30395-
506669号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】子どもの発達と特別な配
慮・支援について

新しい小学校学習指導要領には、障がいのある児童の指
導について、「個々の児童の障害の状態等に応じた指導内
容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとす
る」と示されています。本講座では、特別な配慮・支援が必
要な子どもへの対応について、①乳幼児の定型発達の流
れ、②児童等の発達上の特性や障がい、③小学校等で行う
配慮・支援の方法について、理解を深める講義と簡単な演
習を行います。

井上　和久（教育学部准教授） 宮崎県日向市 6時間 令和2年5月23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

5,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
30395-
506670号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】フィールドワークとものづく
りで学ぶ小学校理科

今回の学習指導要領改訂の趣旨やポイントを示すととも
に、理科の学習指導に焦点を絞って、意欲的に進める学習
活動と指導の留意点について具体的な授業展開をもとに考
察する。フィールドワークやものづくり等の具体的な体験活
動を通して研修し、指導の充実を図る。

谷　哲弥（教育学部講師） 京都府京都市 6時間 令和2年8月6日 教諭 小学校教諭 5,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年7月17日

令02-
30395-
506671号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学 【選択】算数・数学教育の基礎

よい授業を行うためには、学習者の自然な思考にそった授
業を心がける必要がある。本講習では、学習者の自然な思
考にそった授業を展開するために必要となる、「教材の系統
性」、「数学的な考え方・見方」、「算数・数学的活動」、「数学
的コミュニケーション」という4つの観点について講義する。

江森　英世（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校　教諭
（主に算数・数学

科)

5,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年7月17日

令02-
30395-
506672号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学 【選択】柳田國男と教育

『遠野物語』や『蝸牛考』で知られ、民俗学の父と言われる柳
田國男は、戦後は国語科や社会科の教科書編纂に監修者
として関わる。本講習では、柳田が教育に関心を持ち、自ら
の学問として教育の問題に関わろうとしたのはなぜか、戦後
の国語教育構想と社会科教育構想がどのような経緯を経て
生み出されてきたのか、教育史の観点から取り上げ、現在
へつながる教育構想の継続性とその基層について明らかに
します。

関口　敏美（教育学部教授） 長野県伊那市 6時間 令和2年8月3日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校・高等学

校（国語、社会）　
教諭

5,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年7月17日

令02-
30395-
506673号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学 【選択】仏教と現代の人間

現代社会における自己の生き方と教育の目的について仏
教の視点から考える。そのために、①ブッダの生涯とその思
想を正しく学ぶ、②現代社会の常識を仏教の視点から見直
す、③その上で教育する―「生きる力」をはぐくむ―とはどう
いうことかを考える、という三つの視点を中心に具体的な資
料に基づきながら講義する。その上で、必要に応じて質疑
応答、あるいは懇談などを持つ。

釆睪　晃（文学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月4日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（生徒指導、道

徳、宗教科）、養
護教諭

5,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年7月17日

令02-
30395-
506674号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】「親鸞」学－真宗的人間
観

教育の基本的視点は人間に置かれるべきである。そして今
日の、たとえば「いのち」に関する教育の現状を鑑みれば、
宗教的視点から、特に絶対平等の世界を生きた親鸞の視
点から、その「人間」を確認する必要があるように思われる。
すなわち、現代の教育は、「ゆとり」から「学力」へ、また「自
由」か「規則」か、というように教育的視点が定まらないが、
それはひとえに「人間」（教師観、生徒観）の不明にあると考
える。ここに、親鸞の「人間」を尋ねる意味があると考える。

一楽　真（文学部教授）
藤元　雅文（文学部講師）

京都府京都市 6時間 令和2年8月2日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（生徒指導、道

徳、宗教科）、養
護教諭

5,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年7月17日

令02-
30395-
506675号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html
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令和２年度(第２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

大谷大学 【選択】「差別」を凝視する

差別・人権問題の学習は、誰が、何を、どうしようとするもの
なのか、また、何を願われ、願いとするものなのか、という問
いに向き合うことであるという視点から考えていく。そして、
学習の主体と目的を確認する。特に釈尊の精神、親鸞の精
神をとおして、人間が人間であるために大切なことは何か、
何を見失ってはならないのか、何を真実の力として生きるの
か、について考えていく。

藤原　正寿（文学部准教授）
三木　彰円（文学部教授）

京都府京都市 6時間 令和2年8月3日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（生徒指導、道

徳、宗教科）、養
護教諭

5,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年7月17日

令02-
30395-
506676号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】子どもの発達と特別な配
慮・支援について

新しい小学校学習指導要領には、障がいのある児童の指
導について、「個々の児童の障害の状態等に応じた指導内
容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとす
る」と示されています。本講座では、特別な配慮・支援が必
要な子どもへの対応について、①乳幼児の定型発達の流
れ、②児童等の発達上の特性や障がい、③小学校等で行う
配慮・支援の方法について、理解を深める講義と簡単な演
習を行います。

井上　和久（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月5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

5,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年7月17日

令02-
30395-
506677号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】幼児の造形その発達と実
践

ここではより深い子ども理解と、プロフェッショナルな保育者
として身につけなければならない幅広い知識を演習を通じ
て獲得することを目的とする。特に造形表現を基盤に幼稚
園教育要領に盛り込まれる内容をより深く理解し、表現とは
何かを考える糧にしてもらいたい。また幼児期の終わりまで
に育ってほしい幼児の具体的な姿を意識しつつ、表現を通
して育つ「力」を考え、同時に幼児における非認知能力とは
何かを学んで行く。

塩見　知利（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月4日 教諭 幼稚園教諭 5,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年7月17日

令02-
30395-
506678号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】幼児の造形その発達と実
践

ここではより深い子ども理解と、プロフェッショナルな保育者
として身につけなければならない幅広い知識を演習を通じ
て獲得することを目的とする。特に造形表現を基盤に幼稚
園教育要領に盛り込まれる内容をより深く理解し、表現とは
何かを考える糧にしてもらいたい。また幼児期の終わりまで
に育ってほしい幼児の具体的な姿を意識しつつ、表現を通
して育つ「力」を考え、同時に幼児における非認知能力とは
何かを学んで行く。

塩見　知利（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年7月12日 教諭 幼稚園教諭 5,000円 40人

令和2年3月16日～
令和2年6月12日

(備考　原則、本学卒業
生、関連校・園を受け
入れるため、一般募集

はいたしません。)

令02-
30395-
506679号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】プロジェクト保育の理論と
方法

幼児期の子どもたちの興味・関心を中心として展開するプロ
ジェクト保育。いきいきとした「遊び」として探究活動を展開す
るために、仮想の世界やストーリーという要素が有効なので
はないだろうか。プロジェクト保育を仮想の世界と科学的思
考が融合した場として捉え、豊かに展開する方法論につい
て考える。

冨岡　量秀（教育学部教授）
西村　美紀（教育学部准教授）
小川　晴美（短期大学部講師）

京都府京都市 6時間 令和2年7月12日 教諭 幼稚園教諭 5,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年6月12日

令02-
30395-
506680号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】プロジェクト保育の理論と
方法

幼児期の子どもたちの興味・関心を中心として展開するプロ
ジェクト保育。いきいきとした「遊び」として探究活動を展開す
るために、仮想の世界やストーリーという要素が有効なので
はないだろうか。プロジェクト保育を仮想の世界と科学的思
考が融合した場として捉え、豊かに展開する方法論につい
て考える。

冨岡　量秀（教育学部教授）
西村　美紀（教育学部准教授）
小川　晴美（短期大学部講師）

京都府京都市 6時間 令和2年8月4日 教諭 幼稚園教諭 5,000円 50人

令和2年3月16日～
令和2年7月17日

(備考　原則、本学卒業
生、関連校・園を受け
入れるため、一般募集

はいたしません。)

令02-
30395-
506681号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学 【選択】乳幼児と絵本

乳幼児期に絵本を１冊も読まなくても、人は成長しおとなに
なっていけるかもしれません。けれども、人生の最初の時期
に絵本に出あうことは、子どもが心豊かな一歩を踏み出す
ために大切な体験であるといえます。ふだん保育の場で手
軽な教材としてあたりまえのように使っている絵本の意義や
役割について再確認し、絵本を仲立ちにしておとなと子ども
が楽しい世界を共有することの意味を考えてみたいと思い
ます。

川北　典子（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭 5,000円 90人
令和2年3月16日～
令和2年7月17日

令02-
30395-
506682号

075-411-8476　
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html
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令和２年度(第２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

京都外国語大学
【選択】英語授業力改善講座～
生徒が輝く授業（１）

最新の第二言語習得理論及び日本における外国語教育の
成果に基づいた４技能（Listening,Reading,Speaking,Writing）
の効果的な指導のあり方について講習を行う。さらに、指導
と評価の一体化を促進するために、英語科における評価及
びテストについても講座を開設する。また上記の指導全般
に関して、受講生には「英語授業改善診断ノート」に基づく
授業改善の方策を講習する。

杉本　義美（外国語学部教授）
鈴木　寿一（非常勤講師）
吉田　真美（外国語学部教授）
安木　真一（京都外国語短期大学教授）

京都府京都市 18時間
令和2年7月27日～
令和2年7月29日

教諭

外国語を担当す
る教諭及び小学
校外国語活動を
担当する教諭

18,000円 80人
令和2年5月14日～
令和2年5月21日

令02-
30397-
504565号

075-322-6764 https://www.kufs.ac.jp

京都外国語大学
【選択】英語授業力改善講座～
生徒が輝く授業（２）

最新の第二言語習得理論及び日本における外国語教育の
成果に基づいた４技能（Listening,Reading,Speaking,Writing）
の効果的な指導のあり方について講習を行う。さらに、指導
と評価の一体化を促進するために、英語科における評価及
びテストについても講座を開設する。また上記の指導全般
に関して、受講生には「英語授業改善診断ノート」に基づく
授業改善の方策を講習する。

杉本　義美（外国語学部教授）
鈴木　寿一（非常勤講師）

京都府京都市 12時間
令和2年7月28日～
令和2年7月29日

教諭

外国語を担当す
る教諭及び小学
校外国語活動を
担当する教諭

12,000円 30人
令和2年5月14日～
令和2年5月21日

令02-
30397-
504566号

075-322-6764 https://www.kufs.ac.jp

佛教大学
【選択】指導力をみがく「理科指導　
自信度の向上を目指して」

本講座では，理科指導の自信度を向上させるため，自然の
見方や考え方について，簡単なフィールドワークを交えなが
ら考えていきます。
小学校教員における理科指導の自信度の低さが指摘され
ています。しかし教員として自然の見方を少しでも身につけ
ておくことで自信度の向上につなげることができます。自然
の見方は決して難しいものではありません。講座の中で一
緒に体験し，一緒に考えていくことを通して自信度を向上さ
せていきます。（歩きやすい服装・履き物、暑さ対策等の準
備をお願いします。）

平田　豊誠（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和2年5月10日 教諭 小学校教諭 6,000円 35人
令和2年3月21日～
令和2年3月25日

令02-
30416-
505689号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「みんなを
排除しない学校づくり‐心理学的
視点から‐」

子どもと関わる際、目の前にいる子どもだけを見るのではな
く、子どもの背景（家族、地域等）を見ることは、子どもを理
解する上で重要な視点です。また、子どもの発する言葉の
一つひとつ、振る舞いの一つひとつの意味を理解することも
重要です。子どもたちから発せられるそれらは、発達心理学
的にみると、どのような解釈になるのかということを皆さんと
共に考えたいと思います。キーワードは「子ども理解・人間
理解」「教育相談の現状と課題」「居場所作り」です。

渡邉　照美（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和2年5月24日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 200人
令和2年3月21日～
令和2年3月25日

令02-
30416-
505690号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「教育現場
で生かせる心理臨床の視点」

心理臨床の視点は教育の視点とは異なります。しかし、だか
らこそ心理臨床の視点を取り入れることで教育現場は活性
化するのではないでしょうか。具体的には、支援が必要な児
童生徒、保護者に対してどのように関わることができるの
か、その時のポイントは何か、担当講師のスクールカウンセ
リング経験を元に講義を行います。さらに、小グループに分
かれての実習およびディスカッションも行います。

牧　剛史（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和2年5月9日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 120人
令和2年3月21日～
令和2年3月25日

令02-
30416-
505691号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「教育の情
報化、ICT活用、小学校プログラ
ミング教育」

新学習指導要領が改訂され、小学校にプログラミング的思
考を育む教育が導入されます。
でも、「コンピューターは苦手だな！」、「プログラミング教育
をどうしよう！」と、内心悩んでいらっしゃる先生方の一助と
なるように講義を組み立てています。
情報教育に関して、グローバルな視点、国の動向、京都府
の動向から、指導要領の目指すものを理解して、情報教育
に関する先生方のメタ認知を高めていきます。

古市　文章（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年5月23日 教諭 小学校教諭 6,000円 80人
令和2年3月21日～
令和2年3月25日

令02-
30416-
505692号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

佛教大学
【選択】人間力をみがく「教育と
ユーモア」

本講習では「ユーモア」という視点から日々の実践を振り返
るとともに、よりよい実践のあり方について考える。まず、教
室という場における「ユーモア」や「笑い」の意味や機能、可
能性や危険性についての理解、あるいは現代の子どもたち
の「ユーモア」や「笑い」についての理解などを深める。そし
て、それらを視点としつつ、「ユーモア」や「笑い」という視点
から、教育実践の改善について全体で考えていく。講習当
日は、自身の教職経験の中から「子どもたちが笑顔になる
とっておきのネタ」を1つ以上見つけてきていただき、受講生
の方々それぞれに説明・実演（5～10分程度）していただく予
定です。

青砥　弘幸（教育学部講師） 京都府京都市 6時間 令和2年5月3日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（全教科）

6,000円 200人
令和2年3月21日～
令和2年3月25日

令02-
30416-
505693号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】人間力をみがく「児童・生
徒の主体的な学びを支援するた
めに」

受講者の皆さんは、日々の指導における経験則や書物によ
る研究・修養によって生徒指導や学習指導等の核となる理
論枠組みを構築していらっしゃいます。本講では、講師から
も生徒指導と学習指導の視点から「児童・生徒の主体的な
学びを支援する」ための理論仮説を提示し、皆さんと共に議
論を深めたいと思います。キーワードは「自己実現」「マズ
ロー」「問題解決的な学習」です。

小林　隆（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年5月23日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（全教科）、
特別支援学校教

諭

6,000円 200人
令和2年3月21日～
令和2年3月25日

令02-
30416-
505694号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「子どもも
教師も楽しめる《音楽遊び・音楽
指導法のネタ》」

「大切だと分かってはいるけど，『音楽科授業づくり』『音楽の
保育づくり』にまで手が回らない」とおっしゃるお忙しい先生，
「音楽はどうも苦手で・・・」とおっしゃる音楽経験の少ない先
生，「学生時代あまり音楽科授業や音楽の保育を見てない
のでイメージがわかない・・・」とおっしゃる若い先生。このよ
うな方々向きの，「少しの工夫で音楽活動が楽しくなる！誰
にでもできるヒント集！」といったコンセプトの講習です。子ど
もになって楽しみながら，受講してみて下さい。
※当日は、すず、トライアングル、カスタネット、リコーダー、
新聞紙1枚を持ってきてください。

高見　仁志（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年5月16日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 50人

令和2年3月21日～
令和2年3月25日

令02-
30416-
505695号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「児童文化
と保育」

子どもを取り巻く環境の変化が叫ばれて久しい。このような
時期のこれからの子どもと社会を考えるためには、未来を
創り出す児童文化の問題を広く考え直すことが必要となって
くる。そこで児童文化についての今日的な意義と課題を探
り、現代社会との関連で捉えた児童文化について様々な角
度より検討していく。特にパネルシアターについては保育者
としての感性と創造性を養うため、具体的に提示し精察す
る。

髙橋　司（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年5月2日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年3月21日～
令和2年3月25日

令02-
30416-
505696号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「発達障が
いの子どもの理解と指導」

特別支援教育の今日的課題について、特に、発達障がいの
子どもの指導・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。

菅原　伸康（関西学院大学　教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年4月25日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 250人
令和2年3月21日～
令和2年3月25日

令02-
30416-
505697号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「発達障が
いの子どもの理解と指導」

特別支援教育の今日的課題について、特に、発達障がいの
子どもの指導・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。

菅原　伸康（関西学院大学　教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年5月16日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 250人
令和2年3月21日～
令和2年3月25日

令02-
30416-
505698号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

佛教大学
【選択】指導力をみがく「できる―
わかる　体育授業の創造をめざ
して」

本講座では，これまでの体育授業における教師の実践的知
識・思考研究より明らかになってきた知見について解説しま
す。具体的には，児童からの授業評価の高い教師や熟練教
師に認められた，体育授業場面における児童のつまずきや
対処法についての知識や思考の実態です。これにより，「で
きる―わかる」体育授業の基盤となる教師の知識や思考の
あり方について検討していきたいと思います。小学校での実
践例（研究例）が中心になります。

山口　孝治（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年4月26日 教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和2年3月21日～
令和2年3月25日

令02-
30416-
505699号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】人間力をみがく「知られざ
る葵祭と祇園祭－都人の水への
想いを考える」

本講座は、京都三大祭りのひとつである「葵祭」と、日本一
の歴史と規模を誇り、ユネスコ世界文化遺産へ登録された
「祇園祭」に関する特別講義。京都の主要な神社の祭礼は
春から夏に集中している。その背景には、京に住む人々の
「水」への切実な想いが見え隠れしているように思う。未だ
謎が多い「葵祭」と「祇園祭」について、「水をめぐる信仰」と
いう視座から読み解いてみたい。京都を代表する祭礼の歴
史とともに、現代的な視座からも学び、そのことにより、郷里
の文化や歴史的風土に対する興味関心を喚起し、学校現
場での教育に役立てていただきたいと願っている。

八木　透（歴史学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年5月9日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 200人
令和2年3月21日～
令和2年3月25日

令02-
30416-
505700号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

龍谷大学
【選択】F01　中学校社会科から
地理総合、歴史総合への学び

地理総合と歴史総合の必履修化とともに、中学校や高等学
校の授業改善が求められている。地理及び歴史の授業にお
いて、中学校と高等学校の接続を適切かつ円滑に進めるた
めの指導の在り方及び留意点等について、研究成果や教
育実践例を踏まえながら考察する。

須原　洋次（文学部　教授）
髙田　満彦（社会学部　教授）
中本　和彦（法学部　准教授）

京都府京都市 6時間 令和2年7月30日 教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭（中学校
社会科、高等学
校地理歴史科）

6,000円 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505969号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学 【選択】F02　楽しくまなぶ法教育

近年、裁判員制度の導入や選挙権年齢の引き下げなどを
契機にして、学校教育における法教育に注目が集まってい
る。しかしながら、限られた時間の中で行えることといえば、
「法令の解説と暗記」や「遵法精神のお説教」になりがちで、
受講者たちには「つまらない時間」になってしまうことが少な
くない。この講習では、「つまらない法教育」を「楽しくする」方
法について、実例を交えながら、体験していただきたいと考
えている。

石塚　伸一（法学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和2年7月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505970号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学 【選択】F03　韓国社会の理解

日本と韓国は隣国としてずっと前から文化交流と往来があり
ました。両国は似ている点も多いが、違う点も多いです。 こ
の講座では韓国の政治、マスメディア、言語、社会、教育、
経済などについて現実と背景などを紹介し，日本とも比べて
みようと思います。 短い時間ではありますが，韓国の現実
に関心を持つ人々に韓国の事情を理解する機会を提供した
いと思います。

朴　炫国（国際学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和2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

校教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505971号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F04　絵本・童話で育む子
どものことば

絵本・童話の世界は子どもが想像力を駆使して楽しむことの
できる一つの体験であり、保育・教育においてはことばの獲
得や認知を育み、自己形成過程を支えるすぐれた教材にも
なりうる。本講座では、子どものことばを豊かに育む視点か
ら、絵本・童話の魅力・文化財としての価値、教材としての可
能性、選書のあり方を考え、ことばの環境構成、言語指導実
践の手がかりとしたい。

生駒　幸子（短期大学部　准教授） 京都府京都市 6時間 令和2年7月30日 教諭
幼稚園、小学校、
特別支援学校教

諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505972号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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龍谷大学
【選択】F05　幼年美術（幼稚園
「領域表現（造形）」・小学校低学
年「図画工作」）

幼稚園～小学校低学年の表現（造形）・図画工作に係る実
技並びに鑑賞を、以下の４コマを通して共に学び合う。
①画材講習（クレヨン・パスの基礎とその特徴を理解し、遊
ぶ技法を学んでみよう）
②実技講習Ⅰ（絵の具遊びで出あう偶然の形から、そうぞう
（想像・創造）を広げよう）
③実技講習Ⅱ（視覚イメージの言語化を試みよう）
④絵を読む（受け持つ園児・児童の絵画を持ち寄り、保育・
教育を話し合おう）

羽溪　了（短期大学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和2年7月30日 教諭
幼稚園、小学校、
特別支援学校教

諭
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505973号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学

【選択】F06　数学教育・授業力
UP講座（１） 動的幾何ソフトを用
いて図形を探究しよう フリーソフ
ト「GeoGebra」入門（図形編）

フリーソフトウェア「GeoGebra」で図形を描くと、幾何学的な
性質を保持したまま変形することができる。この機能を用い
て、図形の動的な見方を養い、変形によっても不変な性質
を探究することが可能となる。
本講習では、「GeoGebra」の基本機能を紹介し、簡単な教材
作成と授業での活用事例を紹介する。中学校と高校の両方
の内容を扱う。中・高の数学科教員で、テクノロジーの利用
に興味はあるが、今まで取り組んだ経験のない方を対象と
する。

大西　俊弘（理工学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和2年7月30日 教諭
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭（数学）

6,000円 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505974号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F07　黄金比の数理的造
形 -６つの五芒星からなる立体を
つくる-

前半は、実作品を見せながら、黄金比の自己相似性に由来
する工学的な特徴を解説する。
その射程範囲は音楽から建築に及ぶ。
後半は、6枚の五芒星（ペンタグラム）からなる立体的な星を
工作するワークショップを行う。
そして同様の原理で新しい音楽体系が構築できることも示
す。
自然界の造形はもちろん、文系／理系／芸術系を問わず、
あらゆる文化領域が数学と深く関わり合うことを、体験学習
を通して実感してもらいたい。

森田　善久（理工学部　教授）
日詰　明男（理工学研究科　客員教授）

京都府京都市 6時間 令和2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

校教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505975号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F08　アクティブ・ラーニン
グを通して行う社会科の地域調
査

小学校中学校の社会科及び高等学校の地理歴史科では、
観察・調査に基づく身近な地域の学習が学習指導要領の内
容に明記されている。しかし、各学校での実践に当たって
は、調査・発表をどのように進めるのか、教材化の視点を何
に設定すればよいか等の課題が指摘されている。そこで、
受講生の皆さん自身が、龍谷大学周辺の地域において、観
察や調査の対象とする事例を見い出し教材化する活動を、
アクティブ・ラーニングの手法を用いて実践し、地域調査の
学習指導の充実を図る機会とする。

須原　洋次（文学部　教授）
髙田　満彦（社会学部　教授）
中本　和彦（法学部　准教授）

京都府京都市 6時間 令和2年7月31日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

（社会科、地理歴
史科）

6,000円 40人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505976号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F09　広告とメディアリテラ
シー

広告とその表現様式の分析は、CMの説得術が個人に与え
る影響や社会と広告が結んだ関係について考察する手段で
ある。《宣伝》の古典的図式と比べれば、欧米の現代広告は
より巧妙で抜かりのない形態を取ることになりつつある。現
代社会において、広告はありとあらゆる場面で接する機会
があり、それは子どもにとっても例外ではない。本講習は欧
米社会におけるCMの表現様式の変化について論じ、欧米
社会における広告メッセージの新しいメカニズムの分析を試
みることで、今日的な広告メディアにさらされる子ども理解に
つなげたい。

カルドネル　シルヴァン（国際学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505977号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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龍谷大学
【選択】F10　グローバリゼーショ
ンとラテンアメリカ

本講習は，ラテンアメリカ地域に関する経済・政治・社会の
重要なトピックをとりあげ，同地域に対する理解を深めること
を目的とする。新興国，多様性，天然資源，格差社会，環境
問題といったキーワードでとらえられるラテンアメリカ地域に
ついて，特にわたしたち・日本とのつながりを考えながら学
ぶことで，教育現場における異文化理解の促進や外国人児
童生徒の就学・適応問題に取り組む際の手がかりを得るこ
とが可能となる。

河合　沙織（国際学部　講師） 京都府京都市 6時間 令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505978号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F11　持続可能な社会の
実現に向けて 政治・経済などの
総合的考察

持続可能な社会の実現は世界的に急務となっている。持続
可能性の意義と実践について、講義とワークショップを通じ
て理解を深める。ワークショップのテーマとして、2011年の東
日本大震災以降の東北での復興活動ならびに、気候変動
によって水没しつつある発展途上諸国の実例を取り上げ
る。これらの異なった事例の学習を通じて、グローバルな環
境課題の解決には、幅広い視野と多面的協力が不可欠なこ
とを学習する。

斎藤　文彦（国際学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 25人

令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505979号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F12　途上国における子ど
もの貧困

21世紀の現在でも、世界では貧困によって多くの子ども達
が、教育の機会を奪われたり、危険な労働を強いられたり、
先祖代々の債務を背負わされたりするなどの危機に直面し
ています。本講習では、こうした子ども達が多く暮らす途上
国を事例として、子どもの貧困の実態、支援理論と実践、日
本で暮らす子ども達とのつながりについて、講義とグループ
ディスカッション、参加者によるプレゼンテーションを通して
包括的に学びます。

中根　智子（国際学部　講師） 京都府京都市 6時間 令和2年7月31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 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505980号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F13　英語発音指導の理
論と実践 –コミュニケーション活
動の活性化のために–

英語でコミュニケーションをするとき、自分の意思を相手に
はっきり伝えるには正確に発音することが大切である。日本
語母語話者によくみられる発音の誤りを知り、英語の発音
の基礎になる音を効果的に学習・指導する方法について考
える。また、教員のための発音クリニックも行う。

松村　省一（国際学部 教授） 京都府京都市 6時間 令和2年7月31日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505981号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学

【選択】F14　数学教育・授業力
UP講座（2） グラフを動かしてみ
よう、データの分析を行おう フ
リーソフト「GeoGebra」入門（関
数・統計編）

本講習では、GeoGebraの関数グラフ描画機能とデータ処理
（統計）機能を紹介し、それらを利用して簡単な教材作成を
行う。中学・高校両方の題材を扱うが、高校の題材の比重
が高い。中学校・高等学校・特別支援学校の数学科教員
で、テクノロジーの利用に興味はあるが、今まで取り組んだ
経験のない方を対象とする。
なお、本講習単独での受講は原則として不可で、GeoGebra
の基本操作を学ぶ「図形編」の講習を先に受講していること
が必要である。

大西　俊弘（理工学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学
校・特別支援学

教諭（数学）
6,000円 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505982号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F15　黄金比の数理的造
形 -竹の星を作る-

前半は、実作品を見せながら、黄金比の自己相似性に由来
する工学的な特徴を解説する。
その射程範囲は音楽から建築に及ぶ。
後半は、３０本の竹を使って立体的な星を工作するワーク
ショップを行う。
そして同様の原理で新しい音楽体系が構築できることも示
す。
自然界の造形はもちろん、文系／理系／芸術系を問わず、
あらゆる文化領域が数学と深く関わり合うことを、体験学習
を通して実感してもらいたい。

森田　善久（理工学部　教授）
日詰　明男（理工学研究科　客員教授）

京都府京都市 6時間 令和2年7月31日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学

校教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505983号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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令和２年度(第２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

龍谷大学
【選択】F16　ー児童・生徒・教員
が体験する喪失ー 大切な人との
死別にどう向き合うか

講義形式およびグループワーク形式でおこなう。
1.死別悲嘆や遺族支援についての講義をおこなう。
2.こどもを亡くした体験をもつゲストスピーカーから、学校に
対してどのようなニーズを持っていたのか、直接当事者から
話を聴く。
3.児童・生徒・教員が体験する死別悲嘆について、グループ
で話し合う。

黒川　雅代子（短期大学部 教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505984号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F17　認知科学の基礎を
学ぶ ―教育への応用を考える
きっかけとして―

認知科学とは人間の認知過程（心のはたらき）を情報の概
念によって明らかにしていく学問であり、その知見を学習や
教育に応用する様々な取り組みが行われている。そうした
応用を考えるためには、まずは、認知科学の基礎について
の理解が重要である。ここでは、知覚と運動、記憶と学習、
思考などの認知過程の基本が理解できるように解説してい
き、それぞれの教員が教育への応用について考えていく
きっかけとなるようにする。

小堀　聡（理工学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505985号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F18　「チーム力」を養成す
るための授業形式のあり方

「認知能力」とは「IQや学力テストで計測される能力」である
のに対して，「非認知能力」とは「忍耐力・社会性・内発的意
欲といった能力」であり，チームワークを通じて獲得される能
力を指す。社会生活でより必要とされるのは後者であるとい
われている。
　本講義は，いわゆる「生きる力」「社会人基礎力」「学士力」
といったものを構成する「非認知能力」を養成するためには
どのような授業形式があり得るのかを議論する。

坂本　雅則（経営学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月4日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505986号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F19　児童生徒の興味を
引き出す理科（天体・気象分野）
と教材

自然に親しみ，観察・実験を行うことにより，子どもたちに科
学的に調べる能力や態度を育むことは極めて重要なことで
ある。しかし，「地球と宇宙」「気象とその変化」などは，子ど
もたちの興味関心が高い分野でありながら，野外観察や実
験が，なかなか困難である。この講座では、そうした自然現
象の再現実験を紹介しながら受講者とともに教材を作成し，
児童生徒の科学的な見方や考え方の育成について考えて
みたい。

滋野　哲秀（文学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月4日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

（理科）

6,000円 32人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505987号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F20　ニュージーランドの
教育と社会  － 日本との共通点
－

この講義ではまずニュージーランドの歴史、文化、社会制度
などを簡単に紹介してから、現在の教育に焦点をあてる。２
１世紀に入ってからの教育改革によって学校運営方式から
教育における評価方法まで様々な変化があった。これらを
取り上げながら日本と共通しているところ、相違点などを紹
介する。また、特に近年変化の目立つ外国語教育や注目さ
れている「学びの物語」について紹介する。

チャプル　ジュリアン（国際学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505988号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学 【選択】F21　子どもの食と健康

「健康」における幼児の食生活の実情に配慮し、食べ物へ
の興味や関心を持ち、進んで食べる気持ちを育てるため
に、食事計画の作成と活用、第3次食育推進基本計画、保
護者への支援、栄養に関する基礎知識を復習し、栄養バラ
ンスの取れた食事提供に必要な事を講義する。また、食物
アレルギー対応の実情をグループディスカッションする。更
にアレルギー対応の一環で除去食の一例を調理実習するこ
とで、実施可能なメニューを考える。

野口　聡子（短期大学部　准教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校
教諭、養護教諭、

栄養教諭
6,000円 36人

令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505989号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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令和２年度(第２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

龍谷大学
【選択】F22　教育現場でよりよき
関係性や合意を形成するために

この講習は、教育現場の多様なステークホルダー（教師同
士、保護者、地域の人など）の対話や議論を活性化させ、納
得を伴う合意形成に導いていく知識やスキルを見につける
ことを目的とする。具体的には、議論やワークショップの構
造について学び、ファシリテート能力やファシリテーショング
ラフィックについて実習を交え習得する。

深尾　昌峰（政策学部　教授）
村田　和代（政策学部　教授）
土山　希美枝（政策学部　教授）

京都府京都市 6時間 令和2年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505990号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F23「メディア・リテラシー」
入門講座 あなたも騙されていま
せんか？

マスコミ報道などを客観的な真実と思い込んでいる人が多
い。しかし、確かな判断をするには、それらを批判的に読み
解く能力（メディア・リテラシー）が必要である。
本講習では、新聞記事、報道写真、統計・グラフなどに潜む
落とし穴や、「ニセ科学」の危険性について紹介し、「メディ
ア・リテラシー」の向上を目指す。

大西　俊弘（理工学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 100人
令和2年4月3日～
令和2年4月21日

令02-
30420-
505991号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F24　狂言の現代化、国際
化

現在、狂言師は大変人気のある現代役者と認識されていま
す。古典世界から離れた活動も積極的です。たとえば、新
作、復曲、他のジャンルとのコラボレーション、外国公演、ま
た外国人の弟子の育成により、狂言の国際化も見えてきま
した。
このクラスでは、現代狂言の魅力、国際化の例について映
像を用いて講義を行います。そして、狂言の可能性を実現
するため、狂言の基礎型を学び、赤頭巾,イソップなどの童
話を劇にする等の実践を行います。

サルズ　ジョナ（国際学部 教授） 京都府京都市 6時間 令和2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 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505992号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F25「地域公共人材」を育
てるアクティブ・ラーニング実践入
門

本講義では、アクティブ・ラーニングの基本的な手法とその
考え方を学び、グループ・ワークによる実習も行います。龍
谷大学政策学部における「地域公共人材」養成プログラム
で培われた教育手法を素材として学び、大学の手法を参考
にしながら、「学習者を主体的で、深い学びに導く」教育プロ
グラム体系をつくる勘所を実践的・理論的に学びます。

只友　景士（政策学部 教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505993号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F26　暮らしの中で災害を
科学する ～防災・減災を目指し
て～

多くの命や財産を奪う自然災害は，年々巨大化・頻発化して
いるように見える。しかしそれは地球の日々の活動ゆえに
起こるのであって，人間の手で完全に食い止めることはでき
ない。そのことを前提にして考えたとき，教員にできることは
何だろうか。そのヒントを自然景観や，日常生活の中にある
先人の智恵の中に見出し，またモデル実験とカードゲーム
を通して，災害との向き合い方を子ども達にどう伝えるべき
か考える。

中島　健（非常勤講師） 京都府京都市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505994号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F27　幼稚園・こども園に
おける教育相談の基礎

幼児の発達の状況に即しつつ，個々の心理的特質や教育
的課題を適切に捉え，保護者を支援するために必要な基礎
的知識（カウンセリングの意義，理論や技法に関する基礎的
知識を含む）を学びます。

中根　真（短期大学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505995号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学

【選択】F28　資質・能力を育成す
る教育課程の編成と実施　-カリ
キュラム・マネージメントについて
-

学習指導要領改訂において、「子供たちが未来社会を切り
拓くための資質・能力を一層確実に育成すること。その際、
子供たちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し、
連携する社会に開かれた教育課程を重視すること」が強調
された。その実現に向け、教科横断的な視点から教育活動
の改善を図ることや、学年を越えた組織運営の改善を図る
ことなど、資質・能力を育成するための教育課程の編成につ
いて考える。

橋本　雅子（短期大学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505996号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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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

龍谷大学
【選択】F29　アート・ヒストリーと
鑑賞教育の可能性

鑑賞教材としての美術品の教育現場における有効利用に
向けて、本講義では西洋およびアジアの重要な美術品を提
示しながらアート・ヒストリーの基礎を講義し、鑑賞教育の重
要性を考える。美術はただ作品の美を堪能するだけのもの
ではなく、歴史や文化交流、宗教や思想を学ぶうえでも重要
な教材であり、異なる価値観を視覚的に学ばせる教材として
の可能性は大きい。本講義では、西洋美術とアジア美術の
主要作品を多角的に解説する。

林　則仁（国際学部　准教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月6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 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505997号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F30　豊かさの測り方－統
計を通して経済を把握する方法
－

本講義では、一国全体の経済状態を把握する様々な方法を
学びます。そしてそれに基づいて、過去から現在までの日本
や世界各国の経済を概観します。具体的には、①経済規模
の大きさ・②生活費の高さ・③住民の豊かさなどについて取
り上げて、それらを適切に計測する方法を紹介します。

溝渕　英之（経済学部　准教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月6日 教諭

中学校・高等学
校教諭（社会・現
代社会・政治経

済）

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505998号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K01　視点を変えた数列の
解法・ 微積分はどう教えるべきな
のか？

中学・高校において数学は公式を暗記する科目であるかの
ように捉えられていることが多く, 理系の大学生においても, 
定義や公式が”なぜこれで良いのか？”という視点が希薄に
なってきている。本講習の前半では数列の解法や公式につ
いて他の単元との関連性を意識した視点を紹介する。 後半
では高校と大学の微積分の教え方の違いを題材にグルー
プワークを行う。

川上　竜樹（理工学部教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年7月30日 教諭
中学校・高等学
校教諭（数学）

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
505999号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K02　英語発音指導の理
論と実践 –コミュニケーション活
動の活性化のために–

英語でコミュニケーションをするとき、自分の意思を相手に
はっきり伝えるには正確に発音することが大切である。日本
語母語話者によくみられる発音の誤りを知り、英語の発音
の基礎になる音を効果的に学習・指導する方法について考
える。また、教員のための発音クリニックも行う。

松村　省一（国際学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年7月30日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506000号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K03　英語の発音と語源
の教育方法

英語の発音は、日本語と異なる音に注意すれば習得が容
易になる。英語の音声も発声のしくみを知ってしまえば容易
に発音できるものがほとんどである。十分に教育されている
とはいえない発音記号は、この学習に有益であることを日本
語と比較する中で解説する。英米の辞典を使いこなし、異な
る発音を比較する際にも有益であるばかりか、第二外国語
の学習も始めやすくなる。辞書の語源欄を利用した語彙増
強の方法も紹介する。

磯江　源（国際学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年7月30日 教諭
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506001号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K04　暮らしの中で災害を
科学する ～防災・減災を目指し
て～

多くの命や財産を奪う自然災害は，年々巨大化・頻発化して
いるように見える。しかしそれは地球の日々の活動ゆえに
起こるのであって，人間の手で完全に食い止めることはでき
ない。そのことを前提にして考えたとき，教員にできることは
何だろうか。そのヒントを自然景観や，日常生活の中にある
先人の智恵の中に見出し，またモデル実験とカードゲーム
を通して，災害との向き合い方を子ども達にどう伝えるべき
か考える。

中島　健（非常勤講師） 滋賀県大津市 6時間 令和2年7月30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
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506002号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K05　環境にやさしい最新
の応用化学

本講習では講義と併せて実習を行う。まず最近注目を集め
ている自然に学ぶ材料開発について、ハスの葉の示すロー
タス効果等を生かした製品開発とその過程について紹介す
る。太陽光発電は原子力発電に代わるクリーンな発電方法
だが、その現状と将来動向について紹介する。続いて、環
境やエネルギー等、我々が直面する地球規模の問題につ
いて紹介する。また、走査型電子顕微鏡を用いた実習によ
り、構造色などのミクロ構造が機能に及ぼす効果を考察す
る。

内田　欣吾（理工学部 教授）
和田　隆博（理工学部 教授）
宮武　智弘（理工学部 教授）
今井　崇人（理工学部　実験助手）

滋賀県大津市 6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506003号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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龍谷大学
【選択】K06　三角形の内心の軌
跡・ 二次方程式の根はなぜ２個
なのか？

三角形は最も基本的な図形の一つであり, その五心は数学
だけにとどまらず, 建築などの様々な分野においても非常に
重要な概念である。 本講習の前半では三角形の五心, 特に
内心の軌跡の持つ性質について紹介する。
後半は二次方程式の根の個数を題材に”当たり前と感じる
こと”と”それを厳密に捉えること”に関するグループワークを
行う。

川上　竜樹（理工学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学
校教諭（数学）

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506004号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K07　プログラミング教育  
ドローンを動かしてみよう

2020年度から小学校でプログラミング教育が必修となる。本
講習では，小学校のプログラミング教育についてのいくつか
の話題に触れる。また，アンプラグドなプログラミング教育，
PCやタブレットを使ったプログラミング，プログラミングを
使ってドローンを動かすことにより課題に取り組むといった，
プログラミングの初心者でも取り組める内容を実際にいろい
ろと試してもらう。

山岸　義和（理工学部 准教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年7月31日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506005号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K08　SDGsを教育に取り
込む

持続可能な開発目標（SDGs）は、2030年までの実現を目標
に進めている国連の課題で、17の目標を掲げています。こ
れら課題は、国連が推し進めてきた開発教育と環境教育の
流れも取り込んだものであり、また具体的な提案を169の
ターゲットとして盛り込むため、教育との相性が良い目標に
なっています。この講習では、「持続可能な開発」を見つめ
直し、教育の中に活かす方策を考えていきたいと思います。

横田　岳人（理工学部 准教授）
村澤　真保呂（社会学部 教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506006号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K09　昆虫と微生物にまつ
わる話

陸上動物でもっとも種数の多いといわれている昆虫と、目に
は見えないけれど数えきれないほどいる微生物が、如何に
上手くこの世を生きているのかを、いくつかの種に焦点をあ
てて紹介する。また、昆虫や微生物の能力の利用について
も解説する。講義後は、実習として、昆虫の行動観察や微
生物の観察を行う。

塩尻　かおり（農学部 准教授）
島　純（農学部 教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506007号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K10　「地域公共人材」を
育てるアクティブ・ラーニング実践
入門

本講義では、アクティブ・ラーニングの基本的な手法とその
考え方を学び、グループ・ワークによる実習も行います。龍
谷大学政策学部における「地域公共人材」養成プログラム
で培われた教育手法を素材として学び、大学の手法を参考
にしながら、「学習者を主体的で、深い学びに導く」教育プロ
グラム体系をつくる勘所を実践的・理論的に学びます。

只友　景士（政策学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506008号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学 【選択】K11　アフリカと日本

近年日本にとってやや馴染みがましつつあるとはいうもの
の、アフリカは未だに遠い存在である。講義やワークショップ
形式を通じて、サハラ以南のアフリカの歴史、文化、貧困、
などの多様なアフリカの今日の姿を理解する。そのような異
文化理解の過程において、思い込みや偏見の危険性を浮
かび上がらせる。そして、アフリカという日本とは遠く隔たっ
た世界を鏡として、日本自身をよりよく理解するということの
意味を修得する。

斎藤　文彦（国際学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 25人

令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506009号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K12　初心者のための理
科実験あれこれ

本講座は、大学で学生実験を担当してきた教員による初心
者のための理科実験講座である。①水の沸騰と気圧の関
係、②柔らかい固体をつくる、③混合液体の蒸留による分
離、の３つのテーマを受講する。身近なものを使った実験を
行うほか、火傷や切り傷などの実験に伴う事故の応急処置
などについても講義する。

糟野　潤（理工学部 講師）
服部　陽平（理工学部 助教）
前田　尚志（理工学部 実験講師）
白井　健士郎（理工学部 実験助手）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校・中学校

教諭(理科）
6,000円 20人

令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506010号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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龍谷大学
【選択】K13　タイル張りとグラフの
数学探究

タイル張り（多角形を貼り合わせてできる模様）や、グラフ
（点と点を線で結びつけてできる図形）は、比較的新しい数
学の分野です。言葉だけでは表現しにくく、実際にいろいろ
試してみる面白さがあります。この講習では、単純な要素か
ら複雑な構造が形成されていく新しい数学の世界を、いろい
ろな例や問題を交じえて体感していただきます。

山岸　義和（理工学部 准教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校・高等学
校教諭（数学）

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506011号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K14　楽しい化石・鉱物・
火山の観察と授業法

講義や実習・観察を通して滋賀県の化石（古生物）、火山（カ
ルデラ）、古琵琶湖層群、岩石・鉱物などへの興味を深め、
琵琶湖を含めた滋賀の地質学的な歴史を概観する。また、
小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等でこれらの化
石・鉱物・火山を教材として用いた、児童・生徒の地学への
興味・関心を育てる授業づくりを考察する。幼稚園での活用
も可能である。

多賀　優（農学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2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
校教諭（理科・地

学）

6,000円 24人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506012号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K15　狂言の現代化、国際
化

現在、狂言師は大変人気のある現代役者と認識されていま
す。古典世界から離れた活動も積極的です。たとえば、新
作、復曲、他のジャンルとのコラボレーション、外国公演、ま
た外国人の弟子の育成により、狂言の国際化も見えてきま
した。
このクラスでは、現代狂言の魅力、国際化の例について映
像を用いて講義を行います。そして、狂言の可能性を実現
するため、狂言の基礎型を学び、赤頭巾,イソップなどの童
話を劇にする等の実践を行います。

サルズ　ジョナ（国際学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月5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 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506013号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K16　「メディア・リテラ
シー」入門講座 あなたも騙されて
いませんか？

マスコミ報道などを客観的な真実と思い込んでいる人が多
い。しかし、確かな判断をするには、それらを批判的に読み
解く能力（メディア・リテラシー）が必要である。
本講習では、新聞記事、報道写真、統計・グラフなどに潜む
落とし穴や、「ニセ科学」の危険性について紹介し、「メディ
ア・リテラシー」の向上を目指す。

大西　俊弘（理工学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 100人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506014号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K17　江戸期の数学を授
業に生かす

江戸期、和算は老若男女に広く親しまれ、西洋数学とは独
立して発展を遂げました。本講習では、いくつかの数学の問
題について、素朴で簡明な解法を示し、その歴史的な背景
を学びます。また、江戸期の数学問題のひとつにある30球
の立体模型をビーズ編みで実際に製作します。

山岸　義和（理工学部 准教授）
堀部　和経（大同大学　非常勤講師）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校教諭（数学・理

科）
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506015号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K18　地域とともに学ぶ
「地域学習」 -地域のリソース
（人・モノ・文化）を活かす-

社会科における地域学習の重要性は学習指導要領等にお
いても繰り返し強調されてきた。地域学習はそこに存在する
「人」、「モノ」、「文化」等が織りなす物語を発見し、地域のリ
ソースを活用しながら読み解いていくところにおもしろさがあ
る。本講習は、社会科や総合的な学習の時間担当教員等を
対象とし、「人」、「モノ」、「文化」という地域のリソースの発
見、その活用法等を通して学校教育へ還元することをねら
いとする。

髙田　満彦（社会学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月5日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

（社会科系、総合
的な学習の時間

担当 等）

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506016号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K19　児童生徒の興味を
引き出す理科（天体・気象分野）
と教材

自然に親しみ，観察・実験を行うことにより，子どもたちに科
学的に調べる能力や態度を育むことは極めて重要なことで
ある。しかし，「地球と宇宙」「気象とその変化」などは，子ど
もたちの興味関心が高い分野でありながら，野外観察や実
験が，なかなか困難である。この講座では、そうした自然現
象の再現実験を紹介しながら受講者とともに教材を作成し，
児童生徒の科学的な見方や考え方の育成について考えて
みたい。

滋野　哲秀（文学部　教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月6日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

（理科）

6,000円 32人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506017号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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龍谷大学
【選択】K20　里山の自然観察と
教育利用

講義：里山の歴史と現状および里山の生物多様性について
講義するとともに、森林環境を利用した教育の取り組みにつ
いて解説する。近年、里山に代表される森林環境を養育や
療法の一環として利用する試みが盛んに行われており、単
なる環境教育のテーマに留まることのない応用的価値を持
つことが認識されつつある。里山の自然観察と教育への利
用法について考察を深める。
実習：龍谷大学が所有する森林（龍谷の森）とその周辺を対
象として、里山の現状と保全への取り組みを見学し、里山の
生きものの特徴と識別法を学ぶ。

宮浦　富保（理工学部　教授）
田岡　由美子（短期大学部　教授）
横田　岳人（理工学部　准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506018号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K21　学校における給食
管理と食育

今回の講習では，学校での給食管理と食育について講義を
行う。「給食管理」に関する講義では，『衛生管理』に焦点を
あて，演習も含めて進めて行く予定である。「食育」に関する
講義では，『朝食欠食』に焦点をあて，演習も含めて進めて
行く予定である。

朝見　祐也（農学部　准教授）
中村　富予（農学部　教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月6日
栄養教

諭
幼稚園・小学校

栄養教諭
6,000円 30人

令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506019号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K22　シルクロード交易と
日本の文化

「シルクロード」と呼ばれる中央アジアの交易路は、東西を
結ぶ重要な幹線道路であった。この交易路に関して、これま
での研究では東西を結ぶ道を前提として考えられてきたが、
近年になって様々な出土史料が新たに発見され、遊牧民と
オアシス定住民を結ぶ南北ルートの存在が明らかになって
きた。また、このシルクロードを通過して、さまざまな文化が
東西へと拡大していくが、日本へも大きな影響を与えた。本
講習ではシルクロードの成立過程と日本への文化の伝播を
考えていきたい。

中田　裕子（農学部　講師） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校・高等学

校教諭（社会科、
地理歴史科）

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506020号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】R01　学習心理学（条件づ
け）に基づいた望ましくない行動
を減らす方法

本講習では、望ましくない行動を減らす・望ましい行動を増
やす方法について学ぶ。幼稚園・小学校の通常学級で見ら
れる子どもの様々な問題行動が起こるメカニズムや背景要
因に関して学習心理学における条件づけの原理に基づいて
概説し、問題行動への対応方法について解説を行う。対応
方法については適宜ワークを取り入れながら，体験的に学
んでもらう。

郷式　徹（文学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月5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 40人

令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506021号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】R02　テクストの語りや構
造に着目した文学教材研究

テクストの語りや構造に着目する教材研究の方法と授業に
おけるその有効性について、実習形式で理解を深める。午
前は、小学校教科書掲載の文学教材を用いての意見交換
が主な活動になる。午後は、インターネット等を活用して現
代短編小説の教材研究を行う。表現に関する情報を多方面
から収集して語りや構造の特性を理解しながら受講生が単
独及びグループで教材研究を行い、成果の発表と意見の交
換を行う。

堀田　悟史（文学部 准教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

（国語）
6,000円 24人

令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506022号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】R03　古典文学と書物文
化

文化の継承と創造に欠くことのできない古典文学のうち、長
い伝統を持ち、現在でも詠み続けられている和歌文学を取
り上げ、どうして日本人は和歌を作り続けてきたのかを考え
ます。また、古典文学がどのように伝えられてきたのかを、
古典籍の伝来という点から解説し、商業出版が盛んになっ
た江戸時代の小説の特色と、当時の人々の古典の学びに
ついて解説します。

安井　重雄（文学部教授）
和田　恭幸（文学部教授）

京都府京都市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校教諭(国語)

6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月20日

令02-
30420-
506023号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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大阪音楽大学 【選択】雅楽基礎講座

平安時代中後期に確立された「雅楽」が千年を経た令和の
時代に演奏形態を変えることなく伝承されています。「世界
最古のオーケストラ」である「雅楽」が外来の音楽と日本古
来の音楽との融合整理された変遷を時代背景の元に学び
ます。演奏面では管絃曲「平調・越殿楽」を課題曲にします。
笙・篳篥・龍笛の演奏を通して「雅楽」の特徴的な間合いと
音程を体験して頂きます。講義の成果として受講者全員に
よる合奏を予定しています。

前川　隆哲（音楽学部講師） 大阪府豊中市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校・高等学
校教諭（音楽）

7,200円 30人
令和2年4月2日～
令和2年4月16日

令02-
30426-
504201号

06-6336-3121
https://www.daion.ac.jp
/

大阪音楽大学 【選択】指揮法の基本と実践

基本のリズム（2拍子・3拍子・4拍子）のわかりやすい指揮、
見にくい指揮、そして音楽の組立て、気持ちの伝達について
実践を交えて解説します。最後に、簡単なアンサンブルを使
いながら、指揮の実技指導を行います。

加藤　完二（音楽学部講師） 大阪府豊中市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校・高等学
校教諭（音楽）

7,200円 25人
令和2年4月2日～
令和2年4月16日

令02-
30426-
504202号

06-6336-3121
https://www.daion.ac.jp
/

大阪音楽大学 【選択】合唱指導法

音楽科教科指導に欠かせない合唱指導に関する内容を「指
導上の声に関する知識」「合唱曲の分析」「指導の実際」「合
唱の指導法」の4つの視点から講義・実践を行います。学ぶ
場が限られているこの分野に、様々な角度からアプローチ
することにより、合唱指導の問題点と解決方法を総合的に
把握できる講義を目指しています。

本山　秀毅（音楽学部教授／学長） 大阪府豊中市 6時間 令和2年8月11日 教諭
中学校・高等学
校教諭（音楽）

7,200円 80人
令和2年4月2日～
令和2年4月16日

令02-
30426-
504203号

06-6336-3121
https://www.daion.ac.jp
/

大阪音楽大学 【選択】合唱指導法

音楽科教科指導に欠かせない合唱指導に関する内容を「指
導上の声に関する知識」「合唱曲の分析」「指導の実際」「合
唱の指導法」の4つの視点から講義・実践を行います。学ぶ
場が限られているこの分野に、様々な角度からアプローチ
することにより、合唱指導の問題点と解決方法を総合的に
把握できる講義を目指しています。

本山　秀毅（音楽学部教授／学長） 大阪府豊中市 6時間 令和2年8月12日 教諭
中学校・高等学
校教諭（音楽）

7,200円 80人
令和2年4月2日～
令和2年4月16日

令02-
30426-
504204号

06-6336-3121
https://www.daion.ac.jp
/

大阪音楽大学
【選択】リコーダー奏法の基礎と
アンサンブル

リコーダーをあやふやな技術・知識のまま教えていないで
しょうか？リコーダーは楽器奏法を体験・習得するための最
適な入口として、大切な役割を担い続けています。指導者が
ぜひ身につけていてほしい基本的な奏法の再確認、アンサ
ンブル曲の実践などを通してスキルアップを図ると同時に、
演奏家としての講師の視点から、音楽を楽しめる教材の選
択について考えます。またリコーダーが持つ歴史的な側面
への理解を深めることで、教育用にとどまらない楽器本来の
魅力を再発見していただければと思います。

村田　佳生（音楽学部講師） 大阪府豊中市 6時間 令和2年8月17日 教諭
中学校・高等学
校教諭（音楽）

7,200円 35人
令和2年4月2日～
令和2年4月16日

令02-
30426-
504205号

06-6336-3121
https://www.daion.ac.jp
/

大阪音楽大学
【選択】リコーダー奏法の基礎と
アンサンブル

リコーダーをあやふやな技術・知識のまま教えていないで
しょうか？リコーダーは楽器奏法を体験・習得するための最
適な入口として、大切な役割を担い続けています。指導者が
ぜひ身につけていてほしい基本的な奏法の再確認、アンサ
ンブル曲の実践などを通してスキルアップを図ると同時に、
演奏家としての講師の視点から、音楽を楽しめる教材の選
択について考えます。またリコーダーが持つ歴史的な側面
への理解を深めることで、教育用にとどまらない楽器本来の
魅力を再発見していただければと思います。

村田　佳生（音楽学部講師） 大阪府豊中市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学
校教諭（音楽）

7,200円 35人
令和2年4月2日～
令和2年4月16日

令02-
30426-
504206号

06-6336-3121
https://www.daion.ac.jp
/

大阪音楽大学 【選択】打楽器指導法

日常の生活の中には、「ことばのリズム」「歩行のリズム」な
どさまざまリズムがあふれています。金属・木・皮といったそ
れぞれの打楽器の素材を意識しながら、「リズム」のとらえ
方、「リズム」の面白さを感じてみませんか。受講生の皆さん
が打楽器を打つというシンプルな行為への理解を深め、子
どもたちの豊かな感性を育むことに現場で役立てていただく
ことがこの講座の一番の狙いです。

北野　徹（元音楽学部教授） 大阪府豊中市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学
校教諭（音楽）

7,200円 40人
令和2年4月2日～
令和2年4月16日

令02-
30426-
504207号

06-6336-3121
https://www.daion.ac.jp
/
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大阪音楽大学 【選択】打楽器指導法

日常の生活の中には、「ことばのリズム」「歩行のリズム」な
どさまざまリズムがあふれています。金属・木・皮といったそ
れぞれの打楽器の素材を意識しながら、「リズム」のとらえ
方、「リズム」の面白さを感じてみませんか。受講生の皆さん
が打楽器を打つというシンプルな行為への理解を深め、子
どもたちの豊かな感性を育むことに現場で役立てていただく
ことがこの講座の一番の狙いです。

北野　徹（元音楽学部教授） 大阪府豊中市 6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校・高等学
校教諭（音楽）

7,200円 40人
令和2年4月2日～
令和2年4月16日

令02-
30426-
504208号

06-6336-3121
https://www.daion.ac.jp
/

大阪音楽大学 【選択】日本伝統音楽

現行学習指導要領に基づき、とりわけ日本の伝統音楽につ
いて教育現場でその歴史やジャンルをどのように捉え、指
導するかといった基礎的な情報が不足しており、指導者とし
て現在活躍されている方々にとって模索が続いているようで
す。本講習は日本の伝統音楽の歴史についての講義・実演
鑑賞や、箏・尺八の実技体験もしていただく予定です。

片岡　リサ（音楽学部特任准教授）
星田　一山（音楽学部講師）
菊重　精峰（音楽学部講師）
長江　浩子（音楽学部講師）

大阪府豊中市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校・高等学
校教諭（音楽）

7,200円 60人
令和2年4月2日～
令和2年4月16日

令02-
30426-
504209号

06-6336-3121
https://www.daion.ac.jp
/

大阪学院大学
【選択】児童生徒の理解に役立つ
社会心理学

社会心理学の研究成果の中には、児童生徒や教員の心理
や行動、あるいはコミュニケーションの理解に役立つ知見が
数多くあり、逆に言えばこれらを理解する上で、心理学的視
点は欠くことが出来ないといえる。本講習では、教員が児童
生徒を理解する上で役立つであろう内容をできるだけ選び、
まず講義により学ぶと共に、少人数のグループによるディス
カッションや演習をいくつか実施し、講義内容について体験
的に理解を深める。

田中　豊（情報学部教授） 大阪府吹田市 12時間
令和2年7月31日～
令和2年8月1日

教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭
12,000円 50人

令和2年4月3日～
令和2年4月9日

令02-
30427-
505574号

06-6381-8434　
(内線： 2433)

http://www.osaka-
gu.ac.jp

大阪学院大学 【選択】カウンセリングと教員

生徒との人間関係を基盤にして教育活動を行っている教師
に、話をじっくりと聴けるカウンセリング・マインドが求められ
ている。本講習は、教師として知っておきたいカウンセリング
の基礎的な考え方と、聴く実際を身につけることを目指して
いる。カウンセリング・マインドは単に技術的なものではな
く、人間性に深く関与しているので、自分の在り方を見つめ
直す機会にもなると思われる。

木村　正德（商学部講師） 大阪府吹田市 6時間 令和2年8月3日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月9日

令02-
30427-
505575号

06-6381-8434　
(内線： 2433)

http://www.osaka-
gu.ac.jp

相愛大学
【選択】吹奏楽・器楽合奏での「あ
らゆる打楽器の基礎奏法」と「打
楽器アンサンブル」の楽しみ

「打楽器の歴史と打楽器の基礎奏法とアンサンブルの楽し
み」
Ⅰ:映像で観るオーケストラにおける打楽器の歴史。小太鼓
基礎奏法。
Ⅱ:基礎リズムの演奏法。大太鼓、小太鼓シンバルとラテン
楽器の演奏法と体験。
Ⅲ:ティンパニの基礎奏法。ベートーベン/交響曲「運命」など
ティンパニ演奏体験。
Ⅳ:打楽器アンサンブルの楽しみ。ボディパーカッションの参
加演奏。

中谷　満（大学院音楽研究科教授） 大阪府大阪市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校・高等学
校音楽科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年5月7日～
令和2年6月30日

令02-
30460-
505051号

06-6612-5904　
(内線： 402)

http://www.soai.ac.jp

相愛大学 【選択】楽式の考え方

あらゆる楽曲には、音素材を最適に配置するための手法が
あります。それを楽式（形式）と呼びますが、教科書で採用さ
れている楽曲や西洋音楽で重要な楽曲の楽式を調べなが
ら、楽式の考え方を基礎から知ることにより、音楽の理解を
深めることを目標とします。また、楽式の理解は演奏におけ
る解釈、創作にもつながる重要事項でもあります。そのこと
も踏まえた講習内容とします。

松本　直祐樹（大学院音楽研究科准教授） 大阪府大阪市 6時間 令和2年8月2日 教諭
中学校・高等学
校音楽科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年5月7日～
令和2年6月30日

令02-
30460-
505052号

06-6612-5904　
(内線： 402)

http://www.soai.ac.jp

相愛大学
【選択】F. ショパンとロマン主義音
楽

母国ポーランドが周辺の列強により分割されていたショパ
ン。ポーランドに帰ることもできず、パリで作曲活動をしてい
ました。そのため彼の音楽には、祖国を思う望郷の念と祖国
を支配する国々に対する抵抗の精神がみなぎっています。
折しも時代はロマン主義。しかし一言でロマン主義と言って
もさまざまです。ショパンの音楽にショパンのロマン主義を見
出していきましょう。

黒坂　俊昭（大学院音楽研究科教授） 大阪府大阪市 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校・高等学
校音楽科教諭向

け
6,000円 30人

令和2年5月7日～
令和2年6月30日

令02-
30460-
505053号

06-6612-5904　
(内線： 402)

http://www.soai.ac.jp
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羽衣国際大学
【選択】幼児・児童・生徒への効
果的な「話し方」実践講座

幼児・児童・生徒へ読み聞かせ等の話をする場面で、さらに
自信がもてるような工夫を修得し伝える力の増進を目指しま
す。呼吸法、発声や滑舌の強化、ロールプレーイング等を含
めて、幼児・児童・生徒への「話し方」指導に繋げます。「姿
勢の良い声」「笑顔のある声」を目指す実践的な講習です。

梨木　昭平（人間生活学部教授） 大阪府堺市 6時間 令和2年4月18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

4,800円 50人
令和2年3月16日～
令和2年3月27日

令02-
30465-
504228号

072-265-7102
https://www.hagoromo.
ac.jp/

羽衣国際大学
【選択】子どもの理解と支援に役
立つ心理検査（ＷＩＳＣ－Ⅳ）

発達障害は認知発達の遅れや偏りにより学習や生活場面
において困難を生じた状態であり、学校教員が有効な発達
支援を行うには心理検査による認知特性のアセスメントと高
い認知能力を活かした心理教育的支援についての理解が
必要不可欠と言われている。そこで、本講習では利用度の
高いＷＩＳＣ－Ⅳを用い、その基本的な理解と子どもの高い
認知能力を活用した発達支援についての理解を深め教員
の資質向上に寄与することを目的とする。

西岡　広樹（非常勤講師）
寶　めぐみ（羽曳野市立丹比小学校　指導教
諭）

大阪府堺市 6時間 令和2年4月25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

4,800円 200人
令和2年3月16日～
令和2年3月27日

令02-
30465-
504229号

072-265-7102
https://www.hagoromo.
ac.jp/

羽衣国際大学
【選択】幼児・児童・生徒への効
果的な「話し方」実践講座

幼児・児童・生徒へ読み聞かせ等の話をする場面で、さらに
自信がもてるような工夫を修得し伝える力の増進を目指しま
す。呼吸法、発声や滑舌の強化、ロールプレーイング等を含
めて、幼児・児童・生徒への「話し方」指導に繋げます。「姿
勢の良い声」「笑顔のある声」を目指す実践的な講習です。

梨木　昭平（人間生活学部教授） 大阪府堺市 6時間 令和2年5月23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

4,800円 50人
令和2年3月16日～
令和2年4月16日

令02-
30465-
504230号

072-265-7102
https://www.hagoromo.
ac.jp/

甲南大学
【選択】ゴール型球技の授業づく
り

本講習では、ゴール型球技の授業づくりに寄与することを目
的として「サッカー」を例に、以下のテーマを扱います。
①ゴール型球技における「サッカー」の位置づけ
②「サッカー」のゲームを成立させるための基礎技術・戦術
学習
③授業のマネジメント
サッカーの得意・不得意は問いません。

桂　豊（スポーツ・健康科学教育研究センター　
教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年7月28日 教諭
小・中・高・特別
支援学校の保健

体育教諭
6,500円 30人

令和2年3月19日～
令和2年5月31日

令02-
30481-
504611号

078-435-2714
https://www.konan-
u.ac.jp/

甲南大学 【選択】スポーツ運動学

本講習は、体育教師の指導力向上への寄与を目的として、
スポーツ運動学的立場から、体育授業実践のあり方につい
て検討することを目的とする。具体的には以下の4つの内容
から構成される。
①体育授業の歴史と今日的課題
②体育の独自性とは何か？
③スポーツ運動学的立場からみた教師の指導のあり方
④運動が苦手な教師はどのように指導を行うことができるの
か？

吉本　忠弘（スポーツ・健康科学教育研究セン
ター　准教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年7月30日 教諭

小学校教諭（中・
高保健体育、特
別支援、幼稚園

も可）

6,000円 25人
令和2年3月19日～
令和2年5月31日

令02-
30481-
504612号

078-435-2714
https://www.konan-
u.ac.jp/

甲南大学 【選択】器械運動

本講習では、器械運動の授業における「技術指導」と「授業
マネジメント」に関する教師の技能向上に寄与することを目
的とする。講習では、スポーツ運動学、生涯スポーツ論およ
び体育科教育学の視点から講義と実技を行う。主な内容は
以下のとおりである。
①体育授業における器械運動の位置づけ
②器械運動の授業づくり概論　
③実技実習（器械器具を使った運動遊び、マット、跳び箱、
平均台、鉄棒）　
④実技試験（幇助法に関する試験）

吉本　忠弘（スポーツ・健康科学教育研究セン
ター　准教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校教諭（中

学、高校、特別支
援、幼稚園も可）

6,500円 25人
令和2年3月19日～
令和2年5月31日

令02-
30481-
504613号

078-435-2714
https://www.konan-
u.ac.jp/

甲南大学 【選択】金属イオンの分離・確認

高校の化学担当教員を対象に、チオアセトアミドを用いた系
統的分離法による陽イオン定性分析を行います。この溶液
系の反応には、中和反応、沈殿反応、錯形成反応、酸化還
元反応など高校で学習する内容が多く含まれており、講習
後に各高校での教育に活用できると期待されます。

木本　篤志（理工学部　准教授）
茶山　健二（理工学部　教授）
村上　良（理工学部　准教授）
大下　宏美（理工学部　助教）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月3日 教諭
高等学校教諭

（化学）
6,500円 20人

令和2年3月19日～
令和2年5月31日

令02-
30481-
504614号

078-435-2714
https://www.konan-
u.ac.jp/
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甲南大学
【選択】心理言語学から見た英語
文理解

ことばの理解には当然語彙や文法の知識が必要であるが，
リアルタイムで文を理解する際には，語彙・文法には還元で
きない文処理ストラテジーが発動する。この事実は日本人
英語学習者に（ともすれば教員にも）十分理解されていると
は言えず，そのことは特に聴解や速読能力に負の影響を与
えている。本講習では英語文をリアルタイムに理解する際に
発動するヒトの文処理メカニズムを解説する。

中谷　健太郎（文学部　教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 40人
令和2年3月19日～
令和2年5月31日

令02-
30481-
504615号

078-435-2714
https://www.konan-
u.ac.jp/

甲南大学
【選択】歴史映画・映像教材を用
いた世界史学習

世界史を題材にした様々な映画作品・映像教材は、生徒た
ちの歴史理解・異文化理解にとって大きな助けとなります。
本講習ではさまざまな歴史映画を歴史研究の観点から詳し
く解説しつつ、関連する映像教材をどのように用いれば効果
的な授業が組み立てられるかをレクチャーします。また講習
後半は少人数グループに分かれ、資料プリント作成のワー
クショップを行います。

稲田　清一（文学部　教授）
佐藤　公美（文学部　教授）
高田　実（文学部　教授）
中町　信孝（文学部　教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校教諭（社
会）・高等学校教

諭（地歴）
6,000円 20人

令和2年3月19日～
令和2年5月31日

令02-
30481-
504616号

078-435-2714
https://www.konan-
u.ac.jp/

甲南大学
【選択】実験を通して考える物理
学

高等学校の授業で実際に活用できる「電磁誘導」，「電子の
比電荷」，「重力落下」，「遠心力」の４つのテーマの実験を，
一人１台ずつの装置を用いて実施できる環境を整えていま
す。物理学科の教員およびTAのサポートの下に、各受講者
にはこの４つテーマの中から２つの実験を行っていただき、
それらを通して物理学の考え方や方法を再確認するととも
に，実験指導のスキルの向上を目指します。

青木　珠緒（理工学部　教授）
秋宗　秀俊（理工学部　教授）
市田　正夫（理工学部　教授）
宇都宮　弘章（理工学部　教授）
梅津　郁朗（理工学部　教授）
梶野　文義（理工学部　教授）
小堀　裕己（理工学部　教授）
山﨑　篤志（理工学部　教授）
山本　常夏（理工学部　教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月4日 教諭
高等学校教諭

（理科）
6,500円 24人

令和2年3月19日～
令和2年5月31日

令02-
30481-
504617号

078-435-2714
https://www.konan-
u.ac.jp/

甲南大学 【選択】古典文学研究の諸問題

平安時代から鎌倉・室町時代の古典文学を中心として、最
近の研究成果と資料調査の結果を踏まえた新たな知見を講
義する。主たる内容は、説話と物語の新たな読解、御伽草
子と絵入り本や絵巻における文学と絵画の関係、河内国金
剛寺における資料調査の実態とその成果、楽書（音楽書）
の資料、天皇と音楽などである。プレゼンテーションソフトや
音声資料を用いる。専門性の高い内容なので、受講の際は
よくご勘案願いたい。

田中　貴子（文学部　教授）
中原　香苗（神戸学院大学　全学教育推進機構　
特任講師）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中高の国語科教

諭
6,000円 30人

令和2年3月19日～
令和2年5月31日

令02-
30481-
504618号

078-435-2714
https://www.konan-
u.ac.jp/

甲南大学
【選択】自然景観の成り立ちを理
解する野外観察・室内実験・３D
模型教材

地域の自然景観の成り立ちを知ることは，そこに住む人々
にとっては特別の価値があります。本講習では，1日目に河
川の流水や土石流が自然景観をどのようにつくっているか
を，最新の電磁流速計を用いて河川の上･中・下流で野外
観察し，2日目は流水の作用や土石流のメカニズムを講義と
モデル実験で理解していただき，3日目は3Dプリンタを用い
て作成した地形模型を用いて自然景観の成り立ちを理解す
る教材の作成を紹介します。

林　慶一（理工学部　教授） 兵庫県神戸市 18時間
令和2年8月8日～
令和2年8月10日

教諭

小学校教諭・中
学校および高等
学校の理科・地
理等を担当する

教諭

18,500円 18人
令和2年3月19日～
令和2年5月31日

令02-
30481-
504619号

078-435-2714
https://www.konan-
u.ac.jp/
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甲南大学
【選択】最新の知見からみた高校
「生物」の解説

高校「生物」および「生物基礎」の特に高度な内容につい
て、最新の知見を元に紹介する。なお、東京書籍の「改訂　
生物」を持参いただく必要があります。また、高校の生物の
授業をされたことがある方を前提に講習しますのでご注意く
ださい。

本多　大輔（理工学部　教授）
久原　篤（理工学部　教授）
今井　博之（理工学部　教授）
武田　鋼二郎（理工学部　准教授）
渡辺　洋平（理工学部　教授）
向　正則（理工学部　教授）
後藤　彩子（理工学部　准教授）
日下部　岳広（理工学部　教授）
上田　晴子（理工学部　准教授）

兵庫県神戸市 12時間
令和2年8月10日～
令和2年8月11日

教諭
高等学校生物担

当理科教諭
10,000円 50人

令和2年3月19日～
令和2年5月31日

令02-
30481-
504620号

078-435-2714
https://www.konan-
u.ac.jp/

甲南大学
【選択】電子顕微鏡による細胞観
察

動物，植物，原生生物などの細胞について，実際に透過型
および走査型電子顕微鏡を操作して観察し，その構造と機
能についての理解を深める。また，細胞小器官などの形態
を系統の異なる生物間で比較して，その多様性と連続性か
ら，真核生物の進化について考察する。

本多　大輔（理工学部　教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月12日 教諭
高等学校生物担

当理科教諭
6,500円 10人

令和2年3月19日～
令和2年5月31日

令02-
30481-
504621号

078-435-2714
https://www.konan-
u.ac.jp/

武庫川女子大学
【選択】図画工作の基本と創造的
な表現～絵画制作・アニメーショ
ン～

　令和2年度より新学習指導要領が全面実施となる。グロー
バル化やICTなどの社会背景に呼応し、子供たちの生きる
力を育む深い学びにつなげる柱として改訂されたものであ
る。図画工作では様々な映像メディアの活用や、従来の枠
にとらわれない多様な表現方法の活用が謳われている。
　今回はデジタルカメラやスマートフォンを用いて簡単なス
トップモーション・アニメーションを制作し、新たな表現方法の
展開を模索する。一方で児童の表現との関わり方など図画
工作の原点に立ち返り、一般的なクレパスや水彩絵具など
を用いた絵画技法を確認し、より創造的な表現活動につな
げる。

藤井　達矢（教育学部教授）
大畑　幸恵（短期大学部講師）

兵庫県西宮市 6時間 令和2年7月28日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 25人
令和2年4月8日～
令和2年4月15日

令02-
30502-
504567号

0798-31-0297
http://www.mukogawa-
u.ac.jp/

武庫川女子大学
【選択】小説の解釈に正解はあり
ますか？

小説は説明不足である――小説のわかりにくさを説明する
際、私はこのように説明する。誤読の多くは読み飛ばしや勘
違いによるものだが、本文に明確な根拠のある小説解釈が
複数成り立つことがあるのは、読者が説明の不足を補いな
がら読まなければならないという、小説特有の事情が関係し
ている。アーノルド・ローベル「おてがみ」、立松和平「海の
命」、太宰治「走れメロス」などの定番教材を用いて、「正解」
について考えたい。

山本　欣司（文学部教授） 兵庫県西宮市 6時間 令和2年7月28日 教諭
小、中・高（国語）

教諭向け
6,000円 70人

令和2年4月8日～
令和2年4月15日

令02-
30502-
504568号

0798-31-0297
http://www.mukogawa-
u.ac.jp/

武庫川女子大学
【選択】体育の授業つくり ―フラ
イングディスクを活用して―

児童・生徒それぞれの体力・運動能力に合わせて実施でき
るフライングディスク（フリスビー）の授業への導入について
紹介する。フライングディスクには複数の種目があり、個人
種目としてのアキュラシー・ディスタンスやチーム種目として
のガッツ・アルテミットなどを体験するとともに指導法につい
て考える。

長井　勘治（短期大学部教授） 兵庫県西宮市 6時間 令和2年7月30日 教諭
小、中・高（保健
体育）教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月8日～
令和2年4月15日

令02-
30502-
504569号

0798-31-0297
http://www.mukogawa-
u.ac.jp/

武庫川女子大学
【選択】教室における発達障害児
への関わり方を考える

学校場面でみられる発達障害児の行動に対する理解を深
め、それへの関わり方を考える。発達障害児の神経心理学
的特性についての双方向的講義を受講後、行動上の問題
について、模擬事例への対応をグループに分かれて討議す
る予定である。

萱村　俊哉（文学部教授）
新澤　伸子（文学部教授）

兵庫県西宮市 6時間 令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭向け

6,000円 70人
令和2年4月8日～
令和2年4月15日

令02-
30502-
504570号

0798-31-0297
http://www.mukogawa-
u.ac.jp/
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武庫川女子大学
【選択】歌唱・ボディーパーカッ
ション・伴奏付けの演習

子どもたちが歌いたくなる範唱を目指すには、まず教える側
が気持ちよく声を出して、楽しげに歌えることが望ましい。ま
た、リズム感や伴奏力も必要である。本講習では、歌唱のた
めに必要な基本事項を再確認し、練習法を身につけるととも
に、基本的な音楽理論【概論】を再確認したうえで、平易な
旋律(♯・♭それぞれ１つまでの調）に、和音などの基礎的な
パターンによる伴奏付けの演習を行う（講義と演習）。

生地　加代（短期大学部教授）
和田垣　究（教育学部准教授）

兵庫県西宮市 6時間 令和2年8月3日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月8日～
令和2年4月15日

令02-
30502-
504571号

0798-31-0297
http://www.mukogawa-
u.ac.jp/

武庫川女子大学
【選択】明日の授業で使える理
科・生活科と自然体験活動のネタ
＆コツ

　身近な自然を利用したり、身近にある物を使ったりして遊
びや遊びに使うものを工夫してつくる活動を行う。具体的に
は、ネイチャーゲームや空飛ぶ種のクラフトである。
　また、新しい学習指導要領の動向を踏まえて、今後の小
学校理科指導の在り方を示すとともに、小学校理科授業で
取扱の難しい教材やスマートフォンを使った簡単なICTの活
用などについて体験的に学び、科学的な思考力を高める授
業の在り方について探っていく。さらに、初めてプログラミン
グ教育に触れる教員のための体験活動を行う。

金子　健治（教育学部教授）
藤本　勇二（短期大学部准教授）

兵庫県西宮市 6時間 令和2年8月4日 教諭 幼、小教諭向け 6,000円 35人
令和2年4月8日～
令和2年4月15日

令02-
30502-
504572号

0798-31-0297
http://www.mukogawa-
u.ac.jp/

武庫川女子大学
【選択】学校における食に関する
指導

子ども達の食生活の現状として、偏った栄養摂取などの食
生活の乱れや肥満傾向の増大、過度の痩（そう）身などが
見られる。さらに、学校給食における食物アレルギー対応が
極めて重要な問題になっている。本講習では、子どもたちの
肥満、痩せなどに対応した食生活の個別指導についてロー
ルプレイ手法を取り入れて演習を行う。また、食物アレル
ギーの基礎知識を学び、学校における食物アレルギー対応
について考える。

高橋　享子（生活環境学部教授）
岸本　三香子（生活環境学部准教授）
北村　真理（生活環境学部准教授）
脇本　景子（生活環境学部講師）

兵庫県西宮市 6時間 令和2年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月8日～
令和2年4月15日

令02-
30502-
504573号

0798-31-0297
http://www.mukogawa-
u.ac.jp/

広島経済大学
【選択】教育内容の充実　［テー
マ］商業教育の最新事情：現場を
見る目を養う

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、高校生たちはビ
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（教授）
細井　謙一（教授・地域経済研究所長）
堀江　浩司（教授）
杉山　克典（准教授）
宮畑　加奈子（教授）

広島県広島市 20時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
高等学校商業科

教諭向け
18,000円 40人

令和2年3月16日～
令和2年6月15日

令02-
30529-
505005号

082-871-1001 http://www.hue.ac.jp

広島女学院大学 【選択】小学校教育の充実

小学校教育における主要教科である「国語」と「算数」に関し
て、グループ討議等で今までの自己の教育実践を振り返る
とともに、今後、「国語」と「算数」に求められる教育の在り方
について講義を通して理解を深める。また、提示する教材に
関して学習指導案を作成し、模擬的な授業を行うことで教育
実践力を高める。

曽川　昇造（人間生活学部非常勤講師）
神野　正喜（人間生活学部教授）

広島県広島市 18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭 小学校教諭 18,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
30534-
504986号

082-221-2633 https://www.hju.ac.jp/

広島女学院大学
【選択】新しい中学校・高等学校
「国語科」の指導

本講習では、『紫式部集』から、紫式部の現実の恋を、『平
家物語』「壇ノ浦の合戦」から平家敗北の原因を考える。『源
氏物語』『平家物語』を指導する際の、作品の背景的知識の
一助とする。また、古典文法の教え方について、活用表の
問題点などを踏まえて考える。さらに、楽しく表現力のつく作
文指導の方法、充実した話し合いの組織の仕方等を学んで
いく。日本文化、日本語学、国語科教育学の新しい研究成
果にふれ、中学校・高等学校の国語科授業改善のヒントが
得られる講習の場にしたいと考えている。

佐藤　茂樹（人文学部教授）
柚木　靖史（人文学部教授）
植西　浩一（人文学部教授）

広島県広島市 18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
中学校・高等学
校「国語科」教諭

18,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
30534-
504987号

082-221-2633 https://www.hju.ac.jp/
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安田女子大学
【選択】小学校におけるこれから
の教科教育の在り方Ⅰ

＜理科＞小学校理科「Ｂ生命・地球」の学習内容における顕
微鏡を用いた生物の観察活動を通して、理科の授業づくり
を考える。
＜体育＞新学習指導要領における体育科の改訂の趣旨を
捉え、「体つくり運動」を中心に取り上げながらこれからの体
育科授業の在り方と展開方法について理解を図る。

小川　麻里（教育学部准教授）
加登本　仁（教育学部准教授）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月5日 教諭 小学校教諭 6,000円 110人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504304号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】小学校におけるこれから
の教科教育の在り方Ⅱ

＜算数＞思考力・判断力・表現力を高める算数の授業づくり
について、理論と実践の両面から考える。
＜社会＞学習指導要領の改訂を踏まえ、これからの社会科
の授業づくりについて基礎的理解を図る。

橋本　正継（教育学部教授）
朝倉　淳（教育学部教授）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 110人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504305号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】小学校におけるこれから
の教科教育の在り方Ⅲ

＜国語＞国語科において育成を目指す資質・能力を育む国
語科学習指導の在り方について考える。
＜音楽＞音楽の授業づくりにおいて、教員に必要とされる
知識・技能に関して、理論的・実践的に理解を深める。

吉田　裕久（教育学部教授）
長友　洋喜（教育学部講師）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月8日 教諭 小学校教諭 6,000円 110人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504306号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】中高等学校におけるこれ
からの古典学習指導

①新学習指導要領を具体化した国語科学習指導：新しい学
習指導要領における古典教育の特色を解説し、それを具体
化した授業をどのように開発するのかを明らかにする。
②古典を身近に感じさせる指導力の育成：とっつきにくさが
問題とされる古典教材を、興味の持てる身近な教材としてと
りあげる方法を示す。
③国語科カリキュラムの開発：古典教材を通して伝統文化を
尊重する心を育てる方法を、具体的な実践に即して解説す
る。

古瀬　雅義（文学部教授）
広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 45人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504307号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】中高等学校におけるこれ
からの国語科学習指導

①新しい時代の国語科学習指導：新しい学習指導要領にお
ける国語科の目的や特色を解説し、それを具体化した授業
をどのように開発するのかを明らかにする。
②中等教育における「書くこと」の学習指導：「思考力・判断
力・表現力等」を育成する具体的な学習指導法について、
「書くこと」を中心に解説する。

田中　宏幸（文学部教授）
広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 45人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504308号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】中高等学校におけるこれ
からの現代文学習指導

①新指導要領を具体化した国語科学習指導：新しい学習指
導要領における現代文教育のあり方について、理論と実践
の双方から解説する。
②現代文を理解し表現する指導力の育成：現代文の教材を
様々な視点から読み、授業の豊かな内容や展開のために、
どのような授業ができるのかを、演習形式によって学ぶ。

藤村　猛（文学部教授）
広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 45人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504309号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】書写書道に求められる授
業改善

新しい学習指導要領の「主体的・対話的で深い学び」という
主旨を踏まえ、書写書道における「深い学び」を考える。この
テーマのもと、過去の実践における反省、成果、課題を整理
しながら、学習者が自発的に学び考える学習へと転換を図
るための授業づくりを検討していきたい。講習は講義形式で
進めるものの、参加者からの活発な意見を期待し、意見の
摺り合わせにつとめたい。高校書道に関する学習内容を取
り扱うため、主な受講対象者は高校教諭とするが、中学校
教諭も受講可能。

谷口　邦彦（文学部教授）
広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校国語・高
等学校芸術科
（書道）教諭

6,000円 10人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504310号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

安田女子大学 【選択】書の教育史

我が国における書道教育の歴史を、大きく近代以前と以後
とに分けて概観する。とくに、前代の教育形態を受けて成立
した近代以降の学校教育に着目し、学制頒布から現代まで
の書道関係科目の課程上の位置づけ並びに趣旨等を概観
し、「習字」から小学校・中学校「書写」、高等学校「書道」へ
と至る経緯とその要点を理解する。併せて、学校教育にお
ける書が社会教育の場で果たしてきた役割についても検討
しておきたい。講習は講義形式で行う。

信廣　友江（文学部教授）
広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校国語・高
等学校芸術科
（書道）教諭

6,000円 10人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504311号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学 【選択】中国書道史の諸問題

日本の中国書道史研究において、東晋の王羲之および唐
の顔真卿はその双璧たる存在といって過言ではないだろ
う。それでは、彼らがなぜかくまでも高い評価を受けるように
なったのか。中国書道史とは、「書蹟」と「書論」とがいわば
両輪となって発展してきた歴史といえる。本講座では、悠久
の中国書道史の文脈の中で、王羲之ならびに顔真卿の存
在を歴史的に捉え直すとともに、書道史研究のために必要
な文献（漢文）読解をも行う予定である。

増田　知之（文学部准教授）
広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校国語・高
等学校芸術科
（書道）教諭

6,000円 10人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504312号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学 【選択】英語教育の理論と実践

新しい学習指導要領の実施を控え、小学校での外国語教
育の動向を踏まえつつ、中高における外国語教育の改善に
ついて理解を深めることを目標とする。新学習指導要領の
理念を理解しつつ、教材開発、指導法およびそれらを生かし
た4技能に渡る活動の展開について学び、これからの英語
教育の目指すべき方向性について論じる。

松岡　博信（文学部教授）
山川　健一（文学部准教授）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校外国語科（英

語）教諭
6,000円 45人

令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504313号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】教室でもっと英語を使うた
めに

中学校、高等学校の英語科教員の英語授業における英語
の使用率を向上させ、英語の授業がよりコミュニカティブに
なるように、主としてリスニングとスピーキングの訓練を行
う。特にスピーキングの訓練においては、談話を継続させる
方法について講義し、演習を行う。リスニングにおいては、
日本人にとって聞き取りにくいスピーチの特性について講義
し演習を行う。

北原　アンドレア（文学部准教授）
R.R.P.　Gabbrielli（現代ビジネス学部准教授）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校・高等学
校外国語科（英

語）教諭
6,000円 45人

令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504314号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学 【選択】英米文学と英語教育

英米文学作品を英語教育の読解の分野で使うことの意義を
示し、実際にどのように材料を集め、どのように実践していく
かを紹介する。当日の具体的な授業の展開は、①英米文学
作品を読解の授業で使うことの有用性についての講義をお
こない、②実例として文学作品を使って授業を展開し、教科
書以外のどのような素材をどのように利用していけるかにつ
いてもその方法を提示する。

田多良　俊樹（文学部准教授）
島　克也（文学部講師）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校・高等学
校外国語科（英

語）教諭
6,000円 45人

令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504315号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】家庭科教育内容に関する
研究情報　〔衣〕

①幸せな生活をおくる科目としての家庭科の位置づけ：幸せ
な生活とはどのような生活をいうのか、家庭科の目的との関
連性を考察する。
②エレン・リチャーズの精神：エレンの精神を解説し、彼女の
精神を現代に生かす点を考察する。
③生活の質とライフスタイル：望ましいライフスタイルについ
て考察する。
④家政学の知識-衣生活の研究情報について ：衣生活の
研究情報を日常生活に活かす方法を考察する。

楠　幹江（家政学部教授）
広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校家庭科教諭

6,000円 10人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504316号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】家庭科教育内容に関する
研究情報　〔住〕

家庭科の住分野（建築）に関する講習を行う。物を創ること、
機能性、安全、快適、といったテーマを中心に中学高校家庭
科の教育内容に関連して、最近の事例や専門的知識を交
えながら、講習を展開する。

前田　紀貞（家政学部教授）
広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校・高等学
校家庭科教諭

6,000円 10人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504317号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/
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安田女子大学
【選択】家庭科教育内容に関する
研究情報　〔食〕

本講義では、家庭科教育にとって必要な食に関する最新の
情報を提供する。具体的には、近年世界的に関心が高まっ
ている食料問題の例として、遺伝子組換え技術やゲノム編
集技術を用いた食品の問題を、また経口感染症の例として
インフルエンザやBSE等について取り上げる。その上で習得
した知識の定着のために遺伝子組換え技術等についての
演習を行い、これからの時代の食の安全について考える。

渡邊　健（家政学部准教授）
広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校・高等学
校家庭科教諭

6,000円 10人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504318号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】食べ物と健康に関する話
題

（感染症）園・学校での感染症発生は、幼児児童生徒の集
団生活に大きな影響を及ぼす。この講義では、園・学校で予
防すべき感染症の他、最近注目されている感染症、食中毒
ならびにその予防法についても取り上げる。
（調理科学）調理過程により、食品の成分はさまざまに変化
する。実験により、五感を通して、おいしくしかも栄養と健康
の面でも優れた食べ方を理解する。

清水　利朗（家政学部准教授）
嶋田　さおり（家政学部講師）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月7日
教諭

栄養教
諭

栄養教諭、幼稚
園教諭、小学校
教諭、中学校教
諭、高等学校教

諭

6,000円 10人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504319号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】子どもたちを取り巻く食に
関する問題

（情報収集）幼児児童生徒の健康課題解決のためには、子
どもを取り巻く環境、食生活や健康上の問題・課題を把握し
ていくことが必要である。本講座では、最新のデータや知見
を学び、これらの情報の活用方法について理解を深める。
（課題検討）子どもの食生活の現状を把握し食育の目標を
設定し、家族や地域を巻き込んで食育を実施、評価、改善
することが望まれる。そのための現状と課題の整理、課題に
対応するための食に関する指導の在り方について考える。

野瀬　由佳（家政学部講師）
西村　美津子（家政学部講師）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月8日
教諭

栄養教
諭

栄養教諭、幼稚
園教諭、小学校
教諭、中学校教
諭、高等学校教

諭

6,000円 10人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504320号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学 【選択】子どもの食と健康講座

（子どもの発達と障害）小児の健全な発育には適切な時期
に、適切な経験（学習）が必要である。本来の小児の発育過
程を再度確認し、幼児期から学童期に経験（学習）の機会
が疾病や環境問題などにより妨げられ生ずる障害等を学
び、その対応について考える。
(栄養教育）栄養教育に関する知識のアップデートを行い、こ
れに基づいて系統立てた食に関する指導の全体計画の作
成に取り組む。

田中　丈夫（薬学部教授）
荒尾　恵介（家政学部准教授）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月5日
教諭

栄養教
諭

栄養教諭、幼稚
園教諭、小学校
教諭、中学校教
諭、高等学校教

諭

6,000円 10人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504321号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】学校における健康教育の
課題

学校における健康教育は、我が国の将来を担う子どもたち
が、生涯を通じて自らの健康生活を実現していくために重要
な教育活動である。本講座では、子どもたちの現代的健康
課題の中から、子どもたちを取り巻く薬物の問題と、食育を
中心にとりあげるとともに、その領域におけるトピックスを学
び、健康教育の知識を深める。

稲垣　昌宜（薬学部准教授）
野瀬　由佳（家政学部講師）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
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

6,000円 40人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504322号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】小児医療の現在と学校に
求められる支援

学校生活管理指導表でフォローアップされている先天性心
疾患、アレルギー性疾患、糖尿病等の小児疾病について理
解し、突然死やショックを予防するための実践に繋げる。ま
た、病気や診療・入院が子どもとその家族に与える影響及
び看護（プレパレーション等）について学び、慢性疾患や後
遺障害を持つ児童生徒へのかかわり方について考察する。

田中　丈夫（薬学部教授）
田村　美子（看護学部准教授）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
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

6,000円 40人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504323号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学
【選択】教職員連携における養護
教諭の役割

発達心理学および学校心理学の視点から、チーム援助をは
じめとする教職員連携のあり方について講義を行う。また、
「チーム学校」時代に教員に求められていることを整理した
うえで、これからの教職員連携において重要な役割を担う養
護教諭の役割についても実践事例を踏まえながら理解を深
める。

澤田　英三（心理学部教授）
橋本　博文（心理学部講師）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月8日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 40人

令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
30540-
504324号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

山口学芸大学
【選択】小学校英語教育の基礎
知識：コミュニケーション能力を育
む授業

本講座は，小学校教諭が外国語活動及び英語科の授業を
行うために必要な知識とスキルを提供することをその主目
的とする。(1) 日本語と英語の音韻的特徴と発音指導の際
の留意点，(2) 英語の歌・英語のゲーム，(3) 第二言語が習
得されるメカニズム，(4) 授業の組み立てと英語での指示の
出し方，(5) 教科を超えた英語指導の5つを扱う。

岩中　貴裕（大学院教育学研究科教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 24人
令和2年5月21日～

令和2年6月1日

令02-
30545-
503993号

083-972-3288　
(内線： 104)

http://www.y-
gakugei.ac.jp/

山口学芸大学 【選択】わらべうたと教育

①わらべうたの概要
②わらべうたの音楽の特徴
③全国のわらべうた、山口のわらべうたの演習
④わらべうた遊びと子どもの発達との関連
⑤わらべうたあそびの教材化
以上を、講義や演習を交えて講習する。

河北　邦子（大学院教育学研究科教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月17日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 25人

令和2年5月21日～
令和2年6月1日

令02-
30545-
503994号

083-972-3288　
(内線： 104)

http://www.y-
gakugei.ac.jp/

山口学芸大学
【選択】幼児音楽表現（鍵盤・歌
唱）

保育におけるピアノ伴奏の意義や、即座に現場で対応でき
る伴奏の方法を学ぶ。具体的には、伴奏譜の選択や読み取
りのポイント、難しい楽譜を簡単に弾くためのアレンジや簡
易伴奏の種類と方法について学び、子どもの習熟度に応じ
た伴奏を学習する。（鍵盤）
子どもの発達に合わせた楽しい歌唱活動への導入や展開
方法を学ぶ。また、発声や日本語の発音について理解を深
め、自身の歌唱に活かせるよう、実践による定着を図る。
（歌唱）

本廣　明美（教育学部教授）
坂本　久美子（教育学部教授）

山口県山口市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 22人
令和2年5月21日～

令和2年6月1日

令02-
30545-
503995号

083-972-3288　
(内線： 104)

http://www.y-
gakugei.ac.jp/

山口学芸大学
【選択】学級づくりや健康づくりに
活かせるレクリエーション指導の
実際

レクリエーションは、楽しみながら体力の向上や健康づくりを
推進するとともに、子ども達の自己肯定感や他者への関心・
思いやりの心を育み、コミュニケーション能力を高めることも
できます。本講習では学級経営や仲間づくりに活用できるレ
クリエーションゲームの体験を通し、レクリエーション支援の
意義と効果、プログラムの企画や展開技術等を学びます。
併せて、ラジオ体操等の意義や効果、適切な指導方法も学
びます。

吉野　信朗（山口芸術短期大学　保育学科教
授）

山口県山口市 6時間 令和2年8月18日 教諭

幼稚園教諭、小・
中学校教諭、高
校教諭、特別支

援学校教諭

6,000円 30人
令和2年5月21日～

令和2年6月1日

令02-
30545-
503996号

083-972-3288　
(内線： 104)

http://www.y-
gakugei.ac.jp/

山口学芸大学
【選択】ニュースポーツから学ぶ
遊びの魅力（ボッチャを中心とし
て）

本講習では、１）スポーツ教育史の変遷、２）ニュースポーツ
実践、３）ニュースポーツ教育考察の３テーマで論じる。
１）なぜニュースポーツが登場し、競争原理の緩和が求めら
れたのかを戦前教育史～高度経済成長期の教育から紹介
する。
２）ニュースポーツ（ボッチャ）を実践し、幼少期を対象とした
ニュースポーツ体験を行う。
３）ボッチャ実践を通じて、運動遊びの教材としての価値に
ついて考察を行う。

舩場　大資（山口芸術短期大学　保育学科講
師）

山口県山口市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 40人
令和2年5月21日～

令和2年6月1日

令02-
30545-
503997号

083-972-3288　
(内線： 104)

http://www.y-
gakugei.ac.jp/

山口学芸大学 【選択】わらべうたと保育

①わらべうたの概要
②わらべうたの音楽の特徴
③保育現場に有益と思われる全国のわらべうた及び山口の
わらべうたを実践を交えて紹介
④わらべうた遊びと０～6歳児の発達との関連
⑤3歳未満児、及び3歳以上児のわらべうたあそびの指導の
ポイント
以上を、乳幼児に関する内容の講義や演習を交えて講習す
る。

河北　邦子（大学院教育学研究科教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 25人
令和2年5月21日～

令和2年6月1日

令02-
30545-
503998号

083-972-3288　
(内線： 104)

http://www.y-
gakugei.ac.jp/
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令和２年度(第２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

山口学芸大学
【選択】楽しい造形表現の可能性
（絵画あそび）

幼児及び小学校低学年の児童を対象に、図画工作に必要
な基本的な平面における技法を、演習を通して習得、あるい
は再確認し、それらを使った教育現場での応用・展開の方
法について学ぶ。また、それらの活動について適切な助言・
指導ができることを目的とし、子どもたちが楽しく、飽きずに
造形表現に取り組めるよう、対象者の年齢に応じた設定や
方法を模索し、造形表現の可能性を探る。

武田　雅行（大学院教育学研究科教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 20人

令和2年5月21日～
令和2年6月1日

令02-
30545-
503999号

083-972-3288　
(内線： 104)

http://www.y-
gakugei.ac.jp/

山口学芸大学
【選択】楽しい音楽表現（音による
コミュニケーションづくり・歌唱）

簡易打楽器の知識や使用法について修得する。また、身体
活動や簡易楽器を用い、子どもたちのコミュニケーションづく
りの方法や展開法を学ぶ。（音によるコミュニケーションづく
り）
子どもの発達に合わせた楽しい歌唱活動への導入や展開
方法を学ぶ。また、発声や日本語の発音について理解を深
め、自身の歌唱に活かせるよう、実践による定着を図る。
（歌唱）

永田　実穂（山口芸術短期大学　保育学科講
師）
坂本　久美子（教育学部教授）

山口県山口市 6時間 令和2年8月20日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 22人

令和2年5月21日～
令和2年6月1日

令02-
30545-
504000号

083-972-3288　
(内線： 104)

http://www.y-
gakugei.ac.jp/

山口学芸大学
【選択】読み物資料を深く読む道
徳授業の創造

　近年、「主体的・対話的で深い学び」の実現が求められる
ようになった。「特別の教科　道徳」も例外ではない。道徳の
授業において、どのような発問で、どのような見方・考え方を
導き出すか。いかにして深い学びに到達するか。本講習で
は、いくつかの読み物資料を取り上げながら、道徳授業の
あり方について演習形式で考えてみたい。

川野　哲也（大学院教育学研究科准教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 24人

令和2年5月21日～
令和2年6月1日

令02-
30545-
504001号

083-972-3288　
(内線： 104)

http://www.y-
gakugei.ac.jp/

山口学芸大学
【選択】幼児造形と図工の授業を
つなぐ指導

子どもの発達と学びの連続性に立って幼児造形指導と小学
校図画工作科学習指導との円滑な接続を図る視点から幼
小の造形活動の現状を見直し、互いの教育内容や指導方
法の違いと共通点を明らかにし、望ましい指導のあり方につ
いて演習並びに共同研修を通して理解を深める。

井本　勝美（教育学部非常勤講師） 山口県山口市 6時間 令和2年8月20日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 20人

令和2年5月21日～
令和2年6月1日

令02-
30545-
504002号

083-972-3288　
(内線： 104)

http://www.y-
gakugei.ac.jp/

志學館大学 【選択】子どもの発達と保育・教育

幼稚園教育要領（平成30年度施行）について、幼児理解に
基づいた計画と評価、及び保護者支援・子育ての支援とい
う観点から学ぶ。また、絵本の作品分析や鑑賞を通して、保
育内容「言葉」の領域の課題を考える。さらに、アプローチカ
リキュラムやスタートカリキュラム、生活科を通しての幼小連
携について解説し、保幼小連携の在り方を考える。

丸田　愛子（鹿児島女子短期大学　講師）
藤川　和也（鹿児島女子短期大学　講師）
松﨑　康弘（鹿児島女子短期大学　准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月1日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 65人

令和2年4月21日～
令和2年7月1日

令02-
30605-
505645号

099-812-8503
http://www.shigakukan.
ac.jp

志學館大学
【選択】近現代の日本と世界の歴
史をどう伝えるか-授業のための
学びと実践-

①授業のための学び（近代日本と世界の歴史、幕末からア
ジア・太平洋戦争終結までの日本と世界の歴史を当時の映
像を織り交ぜながら解説する。）
②授業のための実践（①の授業のための学びを踏まえたう
えで、幕末からアジア・太平洋戦争終結までの日本と世界
の歴史授業をデザインする。）
なお、①②とも、アクティブラーニング型講習とする。

有松　しづよ（人間関係学部准教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月1日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高等学校教
諭（地歴・公民）

6,000円 30人
令和2年4月21日～

令和2年7月1日

令02-
30605-
505646号

099-812-8503
http://www.shigakukan.
ac.jp

志學館大学
【選択】ICTを利用した英語教育
～Society 5.0に向けて～

本講習では、Society 5.0に向けて、英語教育にICTをどのよ
うに利用すべきなのか、利用できるのかについて考察する。
ICTを利用した最新の教育事例やデジタル教科書、タブレッ
ト、電子黒板の特徴、利用方法について学習するとともに、
ICTの実際の利用状況、直面している課題などについて意
見交換を行う。受講を通じて、それぞれの環境の中で最適
なICTの利用を探求することを目的としている。

入江　公啓（人間関係学部教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2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 30人
令和2年4月21日～

令和2年7月1日

令02-
30605-
505647号

099-812-8503
http://www.shigakukan.
ac.jp

326 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

志學館大学
【選択】学校現場で役立つ心理学
の基礎

適応上の困難を示す生徒への支援を含め、学校教育場面
に資すると考えられるさまざまな心理学的アプローチがあ
る。本講習では、対象となる生徒の捉え方と直接的支援の
あり方、集団を介した支援、家族に対する支援、また教師へ
の支援など、多様な視点を紹介しながら、現場で適用可能
な技法や関わり方、及びこれらを支える理論的背景などに
ついて、講義や演習を通じて学ぶ。

神薗　紀幸（人間関係学部教授）
飯干　紀代子（人間関係学部教授）
大島　英世（人間関係学部准教授）
野上　真（人間関係学部准教授）
松本　宏明（人間関係学部准教授）
白井　祐浩（人間関係学部准教授）

鹿児島県鹿児
島市

18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19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

18,000円 65人
令和2年4月21日～
令和2年7月17日

令02-
30605-
505648号

099-812-8503
http://www.shigakukan.
ac.jp

志學館大学
【選択】GISを使った地理教材作
成～一から学ぶフリーウェアGIS
～

実社会の中に浸透しているGIS(地理情報システム)は、中学
や高校の地理で取り上げられていながらも、実践的に学ぶ
機会は多くはない。本講習ではフリーウェアGISを利用して
地理教材作成を行う手順を実践的に学ぶと共に、その活用
法について考えていく。GISの基本的な概念、ソフトウェアの
導入方法と操作法、活用可能なデータの紹介、データ作成
方法について講習を行い、授業における活用事例について
検討していく。

宗　建郎（人間関係学部准教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月17日 教諭
中学校教諭（社

会）、高等学校教
諭（地歴）

6,000円 35人
令和2年4月21日～
令和2年7月17日

令02-
30605-
505649号

099-812-8503
http://www.shigakukan.
ac.jp

志學館大学 【選択】歴史研究の現在

日本史と世界史、それぞれの立場から歴史を論ずる。日本
史については、世界史との関連を重視し、システム論として
捉えたうえで、特に薩摩という地域と世界との結びつきにつ
いて考える。世界史については、グローバル・ヒストリーなど
近年の新しい潮流について紹介し、時代による歴史のとら
え方の変化の問題について検討する。

原口　泉（人間関係学部教授）
溝上　宏美（人間関係学部准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校教諭（社

会）、高等学校教
諭（地歴）

6,000円 30人
令和2年4月21日～
令和2年7月18日

令02-
30605-
505650号

099-812-8503
http://www.shigakukan.
ac.jp

志學館大学

【選択】各世代における摂食障害
及び心身症・行動障害の病因・病
態の特徴と問題点、及び指導・治
療について

各世代別に見た摂食障害、思春期を中心とした過呼吸症候
群や最近問題となっている子供のネット・ゲーム依存などの
発症因・誘因について述べ、各疾患に特有な症状を解説
し、病態からみた疾患特異的な問題について解説する。次
いで病因・病態から見た指導や治療への動機付けについ
て、カウンセリングや家族の協力を得ながらの対処法、さら
に実際の治療法について解説する。

胸元　孝夫（人間関係学部教授）
野添　新一（元人間関係学部教授）
成尾　鉄朗（野上病院　院長）
増田　彰則（医療法人増田クリニック　院長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和2年4月21日～
令和2年7月19日

令02-
30605-
505651号

099-812-8503
http://www.shigakukan.
ac.jp

志學館大学
【選択】ここから始める授業での
ICT活用

新しい学習指導要領では，「情報活用能力」を「言語能力」
「課題発見・解決能力」とともに学習の基盤と位置付けてい
る。その育成のために必要なICT環境がこれから整備され，
普通教室で子供たちが一人一台のコンピュータを活用する
ようになる。そんな時，先生はどのようにICTを活用すれば
良いのか，子供たちにどんな活用をさせれば良いのか，無
理なく始められるような活用や指導等についての講義・演習
を行う。

渡邉　光浩（鹿児島女子短期大学　講師）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月21日～
令和2年7月20日

令02-
30605-
505652号

099-812-8503
http://www.shigakukan.
ac.jp

志學館大学 【選択】児童サービスと読書教育

読書を中心とした児童サービスについて学びを深める。内
容としては、①児童サービスの意義・理念・歴史について理
解を深める、②発達における読書の役割、③絵本やその他
の児童資料について理解を深める、④児童サービスの実際
（さまざまな読書手法をマスターする）、⑤乳幼児の読書環
境（行政や公共図書館の取組み）、⑥北欧・アメリカを中心と
した児童サービスと読書について学び、世界の児童サービ
スの流れを理解する。

岩下　雅子（人間関係学部特任講師）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年4月21日～
令和2年7月21日

令02-
30605-
505653号

099-812-8503
http://www.shigakukan.
ac.jp
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令和２年度(第２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

第一工業大学
【選択】社会基盤の建設技術 (空
間情報、環境、景観、土木史、風
工学)

空間情報では、災害現場や低空域において活用が進んで
いる、ドローンによる空撮と測量を取り上げる。また、自然環
境や地域との共生が志向される公共事業における環境整
備の考え方を解説し、その実践事例を紹介する。更に、近
年、社会基盤整備で求められる地域の歴史・文化に即した
公共事業のあり方も紹介する。あわせて、災害に繋がる一
因として風が挙げられる。その風に対して取り組む風工学を
紹介する。

田中　龍児（工学部自然環境工学科教授）
鹿児島県霧島
市

6時間 令和2年8月3日 教諭

中学校理科・技
術教諭，高等学
校理科・工業教

諭

6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
30606-
505006号

0995-45-0640　
(内線： 3142)

http://www.daiichi-
koudai.ac.jp/

第一工業大学 【選択】飛行機のしくみと原理

鉄道、バス等の地上交通機関と対比させながら、飛行機が
具備すべき特質やしくみ、システムや機能を浮き彫りにす
る。たとえば「空を飛ぶ」ための強くて軽い材料や構造、機体
を高速かつ強力に「推進する」エンジンのしくみ、高度1万
メートルの上空でも「快適な客室」をつくる空調のからくりな
どを基本的な原理を確認しながら学ぶ。

高橋　成男（航空工学部航空整備専攻教授）
鹿児島県霧島
市

6時間 令和2年8月4日 教諭

中学校理科・技
術教諭，高等学
校理科・工業教

諭

6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
30606-
505007号

0995-45-0640　
(内線： 3142)

http://www.daiichi-
koudai.ac.jp/

第一工業大学 【選択】新しい建築技術の動向

近年、建築設計業務は多様化している。ＤＭ，ＣＭ，ＦＭ，Ｐ
Ｍ等の業務が増えており、その内容を概説、新しい動向と
なっているＶＭ，ＢＩＭ，ＢＣＰ、ＰＦＩ、ＳＰＣ等について解説し
建築・都市関連の法規制、省エネや近年のデザインの傾向
についても解説、更に、地域の歴史的建築資産の活用方法
についての動向について紹介する。

奥野　慶一郎（工学部建築デザイン学科教授）
鹿児島県霧島
市

6時間 令和2年8月5日 教諭

中学校理科・技
術教諭，高等学
校理科・工業教

諭

6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
30606-
505008号

0995-45-0640　
(内線： 3142)

http://www.daiichi-
koudai.ac.jp/

第一工業大学
【選択】地域をデザインする（環
境、食、農業）

地方創生が叫ばれる今、地域をデザインする人材が求めら
れている。地方都市、農村で現在課題となっている「環境」
「食」「農業」を切り口に、地域をデザインするさまざまな視点
を獲得し、地域の知的センターである教育機関のありかたを
問う。
キーワード：環境保全、環境教育、資源循環，森林生態，食
育、地域食品、機能性食品、六次産業化、地域プロモーショ
ン

石本　弘治（工学部自然環境工学科教授）
鹿児島県霧島
市

6時間 令和2年8月6日 教諭

中学校理科・技
術教諭，高等学
校理科・工業・農

業教諭

6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
30606-
505009号

0995-45-0640　
(内線： 3142)

http://www.daiichi-
koudai.ac.jp/

第一工業大学
【選択】低炭素社会における次世
代自動車

化石燃料を主体とした現代の機械技術の見直しは、世界的
な緊急課題となっている。地球温暖化の原因と現状及び省
エネルギー、脱エネルギー技術の動向を紹介し、その中で
用いられる自動車技術に注目する。自動車は「走る機械」か
ら、安全・環境・快適をカバーする「電子・情報機器」へと変
貌をとげつつある。本講習では、自動車工学を支えている運
動機構、動力伝達、熱エネルギーの基礎を学習するととも
に自動車における電子化と新世代技術などを紹介する。

板倉　朗（工学部機械システム工学科教授）
鹿児島県霧島
市

6時間 令和2年8月7日 教諭

中学校理科・技
術教諭，高等学
校理科・工業教

諭

6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
30606-
505010号

0995-45-0640　
(内線： 3142)

http://www.daiichi-
koudai.ac.jp/

第一工業大学
【選択】情報化社会の進展と産業
構造の変革

近年、インターネットに代表される情報化の進展に伴い、「も
のづくり」のありかたがグローバルに変動してきている。特に
顕著なのは、「技術」や「製品」、「市場」といった「経済を取り
巻く」要素における「スピード」に対する意識の変化であり、
これに伴い「利益＝価値」を生み出す為に、産業構造が垂
直統合型から水平分業型となってきている。本講義ではこ
の観点から、これまでの情報技術の進展と産業の関係につ
いて述べると共に、最近の情報技術について解説する。

當金　一郎（工学部情報電子システム工学科教
授）

鹿児島県霧島
市

6時間 令和2年8月21日 教諭

中学校理科・技
術教諭，高等学
校理科・工業教

諭

6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
30606-
505011号

0995-45-0640　
(内線： 3142)

http://www.daiichi-
koudai.ac.jp/
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令和２年度(第２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

青森中央短期大
学

【選択】幼児期における食育の実
際

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、食生活の問題と対
応、幼児期の食育のねらいと実施内容について講義し、食
育指導計画例と食育実践事例を紹介する。
また、講義の内容を踏まえて、食育を実践する上での課題と
解決策についてのグループワークを行う。

木村　亜希子（食物栄養学科准教授）
森山　洋美（食物栄養学科講師）

青森県青森市 6時間 令和2年8月19日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭、栄
養教諭

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
35017-
506073号

017-728-0121　
(内線： 1017)

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

青森中央短期大
学

【選択】鍵盤ハーモニカを使用し
た音楽活動

鍵盤ハーモニカは子どもの音楽教育に重要な楽器として幼
稚園および小学校の教育現場において広く導入されてい
る。
鍵盤ハーモニカの実技演習を通し、基本的な知識、奏法、
技能を深め、子どもの感性と表現力を豊かにする楽しい音
楽活動について考察する。

前田　美樹（幼児保育学科准教授） 青森県青森市 6時間 令和2年8月7日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
35017-
506074号

017-728-0121　
(内線： 1017)

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

青森中央短期大
学

【選択】やる気を引き出す運動指
導法

子どもの肥満の増加、小児生活習慣病の増加は社会問題
となっている。また、子どもの体力低下も2019年度の調査で
報告されている。これらの改善には運動が有用であり、運動
は、人間が健康でいきいきとした生活を送るために不可欠
なものである。
本講習では、子どもの発育・発達と体力の基礎について解
説する。また、運動遊びの実践を通してやる気を引き出す指
導法について学ぶ。

鈴木　寛康（幼児保育学科准教授） 青森県青森市 6時間 令和2年8月18日 教諭
幼稚園教諭、小・

中学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
35017-
506075号

017-728-0121　
(内線： 1017)

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

羽陽学園短期大
学

【選択】保育教材を使って、幼児
の能力を育てる

　保育で使用する教材開発の意義と、それが幼児のどのよ
うな能力を育てるのかについて、いくつかの具体例を作りな
がら検討する。保育教材として、小麦粉ねんど、ビュンビュン
ごま作りなどをしながら、その教材を使った実践例等につい
ても検討する予定である。

大関　嘉成（幼児教育科准教授）
花田　嘉推（幼児教育科准教授）

山形県天童市 6時間 令和2年7月29日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
35033-
504298号

023-655-2385 http://www.uyo.ac.jp/

羽陽学園短期大
学

【選択】保育教材を使って、幼児
の能力を育てる

　保育で使用する教材開発の意義と、それが幼児のどのよ
うな能力を育てるのかについて、いくつかの具体例を作りな
がら検討する。保育教材として、小麦粉ねんど、ビュンビュン
ごま作りなどをしながら、その教材を使った実践例等につい
ても検討する予定である。

大関　嘉成（幼児教育科准教授）
花田　嘉推（幼児教育科准教授）

山形県天童市 6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年5月25日～
令和2年5月29日

令02-
35033-
504299号

023-655-2385 http://www.uyo.ac.jp/

羽陽学園短期大
学

【選択】英語で遊ぼう、楽しもう

　英語の読み・書き・聞き・話す能力の基礎を指導するため
の研修。
１． 基礎英語で簡単な自己紹介の仕方を学ぶ。英語の手遊
びを覚え、実演してみる。
２． 幼稚園の模擬クラスへの導入。簡単な英会話を使った
模擬クラスを各グループで作成する。
３． 模擬クラスのグループごとの発表。
４． 評価とまとめ。

小林　浩子（幼児教育科准教授）
髙橋　寛（幼児教育科教授）

山形県天童市 6時間 令和2年7月30日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
35033-
504300号

023-655-2385 http://www.uyo.ac.jp/

羽陽学園短期大
学

【選択】英語で遊ぼう、楽しもう

　英語の読み・書き・聞き・話す能力の基礎を指導するため
の研修。
１． 基礎英語で簡単な自己紹介の仕方を学ぶ。英語の手遊
びを覚え、実演してみる。
２． 幼稚園の模擬クラスへの導入。簡単な英会話を使った
模擬クラスを各グループで作成する。
３． 模擬クラスのグループごとの発表。
４． 評価とまとめ。

小林　浩子（幼児教育科准教授）
髙橋　寛（幼児教育科教授）

山形県天童市 6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年5月25日～
令和2年5月29日

令02-
35033-
504301号

023-655-2385 http://www.uyo.ac.jp/

羽陽学園短期大
学

【選択】保育における情報機器の
活用

　保育における情報機器の活用事例を紹介しながら、その
意義と利点を考察していく。また、活用時の著作権や個人情
報の取り扱いについても学ぶ。受講生の各勤務先における
情報機器活用やその展望等の意見交換も行いたい。

松田　知明（幼児教育科教授）
大関　嘉成（幼児教育科准教授）

山形県天童市 6時間 令和2年7月31日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
35033-
504302号

023-655-2385 http://www.uyo.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

羽陽学園短期大
学

【選択】保育における情報機器の
活用

　保育における情報機器の活用事例を紹介しながら、その
意義と利点を考察していく。また、活用時の著作権や個人情
報の取り扱いについても学ぶ。受講生の各勤務先における
情報機器活用やその展望等の意見交換も行いたい。

松田　知明（幼児教育科教授）
大関　嘉成（幼児教育科准教授）

山形県天童市 6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年5月25日～
令和2年5月29日

令02-
35033-
504303号

023-655-2385 http://www.uyo.ac.jp/

郡山女子大学短
期大学部

【選択】子供の造形表現と音楽表
現

創作物の制作等の活動を行います。造形要素を生かし、既
成概念を取り払った豊かな発想力・造形力を身に付け、保
育現場で実際に生かせる力を身に付けます。また保育者自
身が音楽の「表現者」として成長するとともに、幼児の「表現
を育てるもの」として成長すること等について、ワークショップ
を通して体験します。

三瓶　令子（幼児教育学科教授）
草野　葉子（幼児教育学科准教授）
早川　仁（幼児教育学科准教授）

福島県郡山市 6時間 令和2年7月28日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 120人
令和2年4月3日～
令和2年4月14日

令02-
35036-
505048号

024-932-4848
http://www.koriyama-
kgc.ac.jp/

郡山女子大学短
期大学部

【選択】子どもの劇表現と対話及
び安全

劇的表現（ドラマ）の体験を通して、自己表現やそれを他者
と交流することの楽しさを改めて体感し、その体験を通して、
表現者として子どもと向き合うために必要な力、子どもの表
現を促すための工夫や心構えについて受講生と共に検討し
ます。対話で育つ子どもの思考力では、子どもが子どもなり
に考えることの意味に迫ります。また、乳幼児の事故の状況
を把握し、安全な環境整備の必要性を理解します。包帯・三
角布（ハンカチ含む）を利用した応急処置の実際を学習しま
す。

永瀬　悦子（幼児教育学科准教授）
安部　高太朗（幼児教育学科講師）
山本　直樹（長野県立大学　健康発達学部こど
も学科准教授）

福島県郡山市 6時間 令和2年7月29日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 120人
令和2年4月3日～
令和2年4月14日

令02-
35036-
505049号

024-932-4848
http://www.koriyama-
kgc.ac.jp/

郡山女子大学短
期大学部

【選択】子どもの舞踊と自然体験
活動

子どもがリズム的で表現的な運動遊びを体験的・イメージ的
に親しむために、保育者自身の舞踊の知識開発とイメージ
作りを行います。また、子どもが探究的な活動を行うときに
保育者が念頭におくべきポイントについてワークショップを
通して体験し、自然体験活動の実践例も紹介します。	

一柳　智子（幼児教育学科教授）
伊藤　哲章（幼児教育学科准教授）
柴田　卓（幼児教育学科講師）

福島県郡山市 6時間 令和2年7月30日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 120人
令和2年4月3日～
令和2年4月14日

令02-
35036-
505050号

024-932-4848
http://www.koriyama-
kgc.ac.jp/

新島学園短期大
学

【選択】キリスト教保育

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。私達は、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
達だが、聖書の中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」についてともに学ぶ。

渡邊　哲也（コミュニティ子ども学科教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 15人

令和2年4月18日～
令和2年6月5日

(備考　1次募集：4月18
日～4月24日、2次募

集：5月30日～6月5日)

令02-
35054-
505654号

027-326-1155　
(内線： 214)

https://www.niitan.jp/

新島学園短期大
学

【選択】和太鼓実技講座

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付けや掛け声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。

福島　秀起（認定こども園ぐんま幼稚園園長） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年6月5日

(備考　1次募集：4月18
日～4月24日、2次募

集：5月30日～6月5日)

令02-
35054-
505655号

027-326-1155　
(内線： 214)

https://www.niitan.jp/

新島学園短期大
学

【選択】子どものうちに身につけ
たい自己表現

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
未然に防ぐことに、できるだけ早期から対応することが求め
られるようになってきた。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。

小菅　ゆみ（コミュニティ子ども学科専任講師） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 35人

令和2年4月18日～
令和2年6月5日

(備考　1次募集：4月18
日～4月24日、2次募

集：5月30日～6月5日)

令02-
35054-
505656号

027-326-1155　
(内線： 214)

https://www.niitan.jp/

新島学園短期大
学

【選択】科学的根拠に基づいた子
どもの運動あそび

領域「健康」における運動遊びについて、様々な科学的根拠
に基づいて安全かつ効果的な指導方法を講義、実技の両
面から講習する。なお実施日が夏季であることから，体調管
理などには十二分に配慮されて臨まれたい。

山田　一典（コミュニティ子ども学科准教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月20日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年6月5日

(備考　1次募集：4月18
日～4月24日、2次募

集：5月30日～6月5日)

令02-
35054-
505657号

027-326-1155　
(内線： 214)

https://www.niitan.jp/
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令和２年度(第２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

新島学園短期大
学

【選択】子どもの造形とピアノ伴奏
実技講座

子どもの造形は、造形表現活動を援助するための技能を確
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。ピアノ伴奏実技講座は、子どもの歌のピアノ伴奏
における強弱や音色による表現法、簡易伴奏法やコード奏
について学び、技術の向上と豊かな表現力を身につけるこ
とを目指す。

澤田　まゆみ（コミュニティ子ども学科教授）
櫻井　剛（コミュニティ子ども学科准教授）

群馬県高崎市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 32人

令和2年4月18日～
令和2年6月5日

(備考　1次募集：4月18
日～4月24日、2次募

集：5月30日～6月5日)

令02-
35054-
505658号

027-326-1155　
(内線： 214)

https://www.niitan.jp/

新島学園短期大
学

【選択】教育の情報化の最新事
情

授業のなかで情報通信技術（ICT）を活用することが広く行
われ、すべての教科、単元で使われるようになってきた。し
かし、単にICT機器を活用するだけではなく、その効果や意
味、さらにデメリットを授業実践をする必要がある。本講習で
は、教育の情報化の最新事情を学び、さらにICTを活用した
指導や情報教育について学ぶ。

野口　聡（キャリアデザイン学科専任講師） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年6月5日

(備考　1次募集：4月18
日～4月24日、2次募

集：5月30日～6月5日)

令02-
35054-
505659号

027-326-1155　
(内線： 214)

https://www.niitan.jp/

新島学園短期大
学

【選択】子どもと歌う活動とその実
践

「子どもと歌う活動」について、受講者の課題意識に基づき、
数人のグループによる活動案作りとその実践を行う。各グ
ループの実践をふりかえり、課題解決をはかるとともに、子
どもと歌う活動の意義や役割を理解し、実践に生かすことを
目指す。

澤田　まゆみ（コミュニティ子ども学科教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月21日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 32人

令和2年4月18日～
令和2年6月5日

(備考　1次募集：4月18
日～4月24日、2次募

集：5月30日～6月5日)

令02-
35054-
505660号

027-326-1155　
(内線： 214)

https://www.niitan.jp/

新島学園短期大
学

【選択】幼小連携指導のための国
語科教材研究－小学校「読むこ
と」につなげる絵本・昔話の読み
聞かせ－

幼小接続指導を充実させるために、小学校入学前後の子ど
もの発達を継続的に捉えた指導カリキュラムの開発が必要
となる。言葉の発達の観点から、昔話、また絵本の読み聞
かせを例に、小学校「国語科」の「読むこと」と保育内容「言
葉」の接続指導の有効性について考察する。実際に昔話や
絵本の読み聞かせや模擬授業を行い、演習を含めた教材
研究を行う。

増田　泉（コミュニティ子ども学科専任講師） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月21日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年6月5日

(備考　1次募集：4月18
日～4月24日、2次募

集：5月30日～6月5日)

令02-
35054-
505661号

027-326-1155　
(内線： 214)

https://www.niitan.jp/

明和学園短期大
学

【選択】食物アレルギーの理解と
対応について

食物アレルギーは対応の難しい疾患であるため、正しい認
識に基づいた、きめ細やかな支援が園・学校に求められて
いる。食物アレルギーを理解し、子どもの成長・発達に留意
した教育や環境は、ともに生活する子どもたちの食育にもつ
ながる。食物アレルギーの基礎知識を学ぶことによって、
誤った知識による誤解や対応への不安、患児や保護者の
心のケア等について、講義とグループワークを通じて考える
講座とする。

木村　祐美（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月5日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高校教

諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505012号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】食物アレルギーの理解と
対応について

食物アレルギーは対応の難しい疾患であるため、正しい認
識に基づいた、きめ細やかな支援が園・学校に求められて
いる。食物アレルギーを理解し、子どもの成長・発達に留意
した教育や環境は、ともに生活する子どもたちの食育にもつ
ながる。食物アレルギーの基礎知識を学ぶことによって、
誤った知識による誤解や対応への不安、患児や保護者の
心のケア等について、講義とグループワークを通じて考える
講座とする。

木村　祐美（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月7日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高校教

諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505013号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】食物アレルギーの理解と
対応について

食物アレルギーは対応の難しい疾患であるため、正しい認
識に基づいた、きめ細やかな支援が園・学校に求められて
いる。食物アレルギーを理解し、子どもの成長・発達に留意
した教育や環境は、ともに生活する子どもたちの食育にもつ
ながる。食物アレルギーの基礎知識を学ぶことによって、
誤った知識による誤解や対応への不安、患児や保護者の
心のケア等について、講義とグループワークを通じて考える
講座とする。

木村　祐美（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月19日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高校教

諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505014号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/
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令和２年度(第２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

明和学園短期大
学

【選択】子育てへの支援とカウン
セリングマインドについて

教員には、幼児や子ども、保護者への支援活動や教育相談
活動を適切に行う資質や能力が求められる。子育て支援、
カウンセリング、ケースワークに関する理論、意義、機能をさ
まざまな事象から学ぶことはその入口である。自己開示して
他者とのコミュニケーションがとれる力を高め、カウンセリン
グマインドを有しながら、支援や相談の具体的展開を実現で
きるよう、エクササイズや演習、グループワークを取り入れ
てスキルアップを図る講座とする。

加藤　富士人（生活学科教授）
藤生　睦恵（生活学科専任講師）

群馬県前橋市 6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505015号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】子育てへの支援とカウン
セリングマインドについて

教員には、幼児や子ども、保護者への支援活動や教育相談
活動を適切に行う資質や能力が求められる。子育て支援、
カウンセリング、ケースワークに関する理論、意義、機能をさ
まざまな事象から学ぶことはその入口である。自己開示して
他者とのコミュニケーションがとれる力を高め、カウンセリン
グマインドを有しながら、支援や相談の具体的展開を実現で
きるよう、エクササイズや演習、グループワークを取り入れ
てスキルアップを図る講座とする。

加藤　富士人（生活学科教授）
藤生　睦恵（生活学科専任講師）

群馬県前橋市 6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505016号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】幼稚園の教育英語

小学校の英語教育は2020年度から、小3・4で年間35単位時
間、小5・6で英語科として年間70単位時間の実施される。こ
れを受けて、英語教育に重点を置き、幼稚園での英語教育
を、具体的な外国語活動や英語の授業を展開し理解を深め
ると同時に英語の教育改革がどのような変化をもたらすの
かを考える。また、幼小連携の観点から小学校教諭も対象
とする。

阿久澤　勉（生活学科専任講師） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505017号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】幼稚園の教育英語

小学校の英語教育は2020年度から、小3・4で年間35単位時
間、小5・6で英語科として年間70単位時間の実施される。こ
れを受けて、英語教育に重点を置き、幼稚園での英語教育
を、具体的な外国語活動や英語の授業を展開し理解を深め
ると同時に英語の教育改革がどのような変化をもたらすの
かを考える。また、幼小連携の観点から小学校教諭も対象
とする。

阿久澤　勉（生活学科専任講師） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月7日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505018号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】これからの時代の特別支
援教育 次の10年の方向性

特別支援教育が次の10年で目指す方向性について、インク
ルーシブ教育をキーワードに講述します。特別支援教育を
体系的に学んだ経験が無く、特別な教育的ニーズがある子
どもの教育・保育を基礎からきちんと学びたい先生を対象と
した内容です。なお本講義は、幼児教育と小学校教育との
接続の重要性に鑑み、小学校教諭も対象とします。

甲賀　崇史（生活学科専任講師） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月5日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505019号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】これからの時代の特別支
援教育 次の10年の方向性

特別支援教育が次の10年で目指す方向性について、インク
ルーシブ教育をキーワードに講述します。特別支援教育を
体系的に学んだ経験が無く、特別な教育的ニーズがある子
どもの教育・保育を基礎からきちんと学びたい先生を対象と
した内容です。なお本講義は、幼児教育と小学校教育との
接続の重要性に鑑み、小学校教諭も対象とします。

甲賀　崇史（生活学科専任講師） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月20日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505020号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】アートで遊ぶ！～創造力
を育てるために～

こども達の豊かな創造力を育むためには、指導者自らが柔
らかな心と多様な価値観を持ち、新たな発想や発見でこども
達と感動体験を共有できるような豊かな感性を持つことが大
切である。この講習では、音楽や造形の創造力を育む遊び
や実習を体験し、さらにアートに関する最新の情報や取り組
みを知ることにより、教育現場で活用できる発想や工夫を学
ぶ。

松本　玲子（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月5日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505021号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/
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令和２年度(第２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

明和学園短期大
学

【選択】アートで遊ぶ！～創造力
を育てるために～

こども達の豊かな創造力を育むためには、指導者自らが柔
らかな心と多様な価値観を持ち、新たな発想や発見でこども
達と感動体験を共有できるような豊かな感性を持つことが大
切である。この講習では、音楽や造形の創造力を育む遊び
や実習を体験し、さらにアートに関する最新の情報や取り組
みを知ることにより、教育現場で活用できる発想や工夫を学
ぶ。

松本　玲子（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505022号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】アートで遊ぶ！～創造力
を育てるために～

こども達の豊かな創造力を育むためには、指導者自らが柔
らかな心と多様な価値観を持ち、新たな発想や発見でこども
達と感動体験を共有できるような豊かな感性を持つことが大
切である。この講習では、音楽や造形の創造力を育む遊び
や実習を体験し、さらにアートに関する最新の情報や取り組
みを知ることにより、教育現場で活用できる発想や工夫を学
ぶ。

松本　玲子（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月20日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505023号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】身近な食材で学び楽しむ
食育

食環境が大きく変化する中で、今　求められている安心・安
全で健康的な「食」を提案する。食育ガイドに表された『食育
の環』に基づいた食の授業を考える。郷土の特産物を取り
上げ、食文化や食料経済を学ぶ。さらに、「地場産夏野菜」
をテーマに調理実習を行い、楽しむ食育を提案する。

神保　京子（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月5日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高校教

諭・栄養教諭向け

6,500円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505024号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】身近な食材で学び楽しむ
食育

食環境が大きく変化する中で、今　求められている安心・安
全で健康的な「食」を提案する。食育ガイドに表された『食育
の環』に基づいた食の授業を考える。郷土の特産物を取り
上げ、食文化や食料経済を学ぶ。さらに、「地場産夏野菜」
をテーマに調理実習を行い、楽しむ食育を提案する。

神保　京子（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月7日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高校教

諭・栄養教諭向け

6,500円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505025号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】簡単な動画編集とビジュ
アル・プログラミングの初歩

校種を問わずマルチメディアの活用する場面が増えている。
そこで、撮影した動画にパソコンを使って字幕やナレーショ
ン・ＢＧＭを追加するなどした上で、ＤＶＤに保存するまでの
動画編集を習得して、授業をはじめとする校務等での活用
方法を学ぶ。
　また、２０２０年度より小学校に導入されるビジュアル・プロ
グラミングの初歩に触れながら論理的思考に触れる。

外山　哲（生活学科非常勤講師） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月5日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高校教

諭向け

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505026号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】簡単な動画編集とビジュ
アル・プログラミングの初歩

校種を問わずマルチメディアの活用する場面が増えている。
そこで、撮影した動画にパソコンを使って字幕やナレーショ
ン・ＢＧＭを追加するなどした上で、ＤＶＤに保存するまでの
動画編集を習得して、授業をはじめとする校務等での活用
方法を学ぶ。
　また、２０２０年度より小学校に導入されるビジュアル・プロ
グラミングの初歩に触れながら論理的思考に触れる。

外山　哲（生活学科非常勤講師） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月6日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高校教

諭向け

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505027号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】器楽アンサンブルの実践

子どもたちが豊かな音楽活動を展開するためには、まず教
師自身が音楽に対する感性を養うことが求められる。本講
習はピアノやハンドベル、ボディーパーカッションによるアン
サンブルを実際に演奏することにより、他者と音楽を共有す
ることの楽しさや面白さを体験する。またアンサンブルに必
要な演奏法、表現法などの理解を深め、実践力を養うことを
目的とする。

篠塚　晃子（生活学科専任講師） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月5日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505028号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/
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令和２年度(第２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

明和学園短期大
学

【選択】器楽アンサンブルの実践

子どもたちが豊かな音楽活動を展開するためには、まず教
師自身が音楽に対する感性を養うことが求められる。本講
習はピアノやハンドベル、ボディーパーカッションによるアン
サンブルを実際に演奏することにより、他者と音楽を共有す
ることの楽しさや面白さを体験する。またアンサンブルに必
要な演奏法、表現法などの理解を深め、実践力を養うことを
目的とする。

篠塚　晃子（生活学科専任講師） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505029号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】子どもたちと保育者が共
に楽しく体を動かせる「運動遊
び」の実践

本講習では人間の発達の特性に応じた遊びについて学ぶ
事を目的とする。小学校での「多様な動きをつくる運動遊び」
につながるように、幼児期にふさわしい運動の在り方を理解
する。特に、幼児期運動指針において指導のポイントの一
つにあげられている「多様な動き」に着目し、多様な動きとそ
れを引き出す場の設定や遊具の工夫を講義および体験型
学習を通して理解し、保育の中で活かせる力を養う。

永井　真紀（生活学科准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月7日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505030号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】子どもたちと保育者が共
に楽しく体を動かせる「運動遊
び」の実践

本講習では人間の発達の特性に応じた遊びについて学ぶ
事を目的とする。小学校での「多様な動きをつくる運動遊び」
につながるように、幼児期にふさわしい運動の在り方を理解
する。特に、幼児期運動指針において指導のポイントの一
つにあげられている「多様な動き」に着目し、多様な動きとそ
れを引き出す場の設定や遊具の工夫を講義および体験型
学習を通して理解し、保育の中で活かせる力を養う。

永井　真紀（生活学科准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505031号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】子どもたちと保育者が共
に楽しく体を動かせる「運動遊
び」の実践

本講習では人間の発達の特性に応じた遊びについて学ぶ
事を目的とする。小学校での「多様な動きをつくる運動遊び」
につながるように、幼児期にふさわしい運動の在り方を理解
する。特に、幼児期運動指針において指導のポイントの一
つにあげられている「多様な動き」に着目し、多様な動きとそ
れを引き出す場の設定や遊具の工夫を講義および体験型
学習を通して理解し、保育の中で活かせる力を養う。

永井　真紀（生活学科准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月20日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505032号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】楽しく学ぼうアクティブ・
ラーニング

予見の困難な時代を生き抜けるための能力を子どもたちが
身に付けるためには一斉授業のやり方以外の方法も教師
は身に付ける必要があります。今日の教育改革の流れ、育
成すべき資質・能力を育むための「主体的な学び」「対話的
な学び」「深い学び」についてアクティブ・ラーニングの手法を
通して学びます。

田口　哲男（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭向け
6,000円 40人

令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505033号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】楽しく学ぼうアクティブ・
ラーニング

予見の困難な時代を生き抜けるための能力を子どもたちが
身に付けるためには一斉授業のやり方以外の方法も教師
は身に付ける必要があります。今日の教育改革の流れ、育
成すべき資質・能力を育むための「主体的な学び」「対話的
な学び」「深い学び」についてアクティブ・ラーニングの手法を
通して学びます。

田口　哲男（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭向け
6,000円 40人

令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505034号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】食品による事故を未然に
防ぐために

　人は毎日、食品を摂取し体の構成成分としたり、活動のエ
ネルギーに変えています。食物はヒトの健康に大きく影響す
ることから、第一に安全でなければなりません。近年、流通
機構が急速に発達したことから広域による食品事故、科学
技術の発展から遺伝子組換え食品等が食卓にのぼるよう
になりました。このようなことから食品の生産から消費に至
る過程の衛生対策や食品表示等を正しく理解することにより
食による事故防止策としたい。

小山　孝（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月6日
教諭

栄養教
諭

小学校教諭・中
学校教諭・高校
教諭・栄養教諭

向け

6,500円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505035号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/
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令和２年度(第２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

明和学園短期大
学

【選択】食育と学校行事を考える

食育基本法が施行された経緯。その背景を考え食育の重
要性を再認識する。また、学校等における「食に関する指
導」は、給食の時間、特別活動、教科等における指導が実
施されている。その中から特別活動に着目し、学校行事の
中で食に関する指導を展開するためには、どんな企画が考
えられるかグループワークを通し意見交換を行う。効果的な
食育指導方法についても情報提供する。また、家庭でできる
簡単災害対応食の提案も加えたい。

尾上　治子（生活学科准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月7日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高校教

諭・栄養教諭向け

6,200円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505036号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】食育と学校行事を考える

食育基本法が施行された経緯。その背景を考え食育の重
要性を再認識する。また、学校等における「食に関する指
導」は、給食の時間、特別活動、教科等における指導が実
施されている。その中から特別活動に着目し、学校行事の
中で食に関する指導を展開するためには、どんな企画が考
えられるかグループワークを通し意見交換を行う。効果的な
食育指導方法についても情報提供する。また、家庭でできる
簡単災害対応食の提案も加えたい。

尾上　治子（生活学科准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月21日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高校教

諭・栄養教諭向け

6,200円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505037号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】これからの食育を考える

「家庭の食教育力の低下」をはじめ「孤食」「個食」等々の問
題が話題になっている。最近の子どもの食をめぐる状況に
対して、楽しみながら食べて、食を大切にする心を養う食育
が重要な意味を持つ。本講座では、受講者とともに、子ども
たちに望ましい選食力を育てるための食育について考え
る。併せて、子どもと共に楽しめる食事作りを提案する。

高橋　雅子（生活学科准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月19日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高校教

諭向け

6,500円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505038号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】これからの食育を考える

「家庭の食教育力の低下」をはじめ「孤食」「個食」等々の問
題が話題になっている。最近の子どもの食をめぐる状況に
対して、楽しみながら食べて、食を大切にする心を養う食育
が重要な意味を持つ。本講座では、受講者とともに、子ども
たちに望ましい選食力を育てるための食育について考え
る。併せて、子どもと共に楽しめる食事作りを提案する。

高橋　雅子（生活学科准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月21日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高校教

諭向け

6,500円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505039号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】幼児のためのワクワク工
作

子どもが本来もっている「なぜ？」「知りたい！」と思う気持ち
を引き出す。知的好奇心はこどもの科学する姿勢の土台と
なる。生活の中の身近な不思議に対して、より理解を深めた
り、興味関心を高めるような方法や手順を、受講者と共に工
作、観察を通じて考える。幼小連携の観点から小学校教諭
も対象とする。

天宮　陽子（生活学科准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭向け

6,500円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505040号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】幼児のためのワクワク工
作

子どもが本来もっている「なぜ？」「知りたい！」と思う気持ち
を引き出す。知的好奇心はこどもの科学する姿勢の土台と
なる。生活の中の身近な不思議に対して、より理解を深めた
り、興味関心を高めるような方法や手順を、受講者と共に工
作、観察を通じて考える。幼小連携の観点から小学校教諭
も対象とする。

天宮　陽子（生活学科准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月21日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭向け

6,500円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505041号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】体験を通じて感じる、面白
い数と図形

無味乾燥な数でも自然界と蜜月の関係があります。その関
係を専門的な言葉も含めながら触れていきます。折り紙や
連鶴、ひと裁ち切り等にも挑戦してもらいます。普段の教育
活動にプラスとなれば幸いに思います。
また、子ども達と遊べる手作りのグッズの製作を行います。
（ハサミ、カッター、カッティングマット、両面テープは持参して
ください。）
さらに、宇宙開発でも活用されているミウラ折も体験してもら
います。

佐藤　功（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月20日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505042号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/
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令和２年度(第２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

明和学園短期大
学

【選択】体験を通じて感じる、面白
い数と図形

無味乾燥な数でも自然界と蜜月の関係があります。その関
係を専門的な言葉も含めながら触れていきます。折り紙や
連鶴、ひと裁ち切り等にも挑戦してもらいます。普段の教育
活動にプラスとなれば幸いに思います。
また、子ども達と遊べる手作りのグッズの製作を行います。
（ハサミ、カッター、カッティングマット、両面テープは持参して
ください。）
さらに、宇宙開発でも活用されているミウラ折も体験してもら
います。

佐藤　功（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月21日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505043号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

明和学園短期大
学

【選択】群馬の豊かな食文化を知
り、子どもにプライドを

食文化は人間の進化の基本。私たちは、料理によって社会
性・理性・思いやり等を会得し「サルからヒト」になり、今日ま
で豊かな食文化を築いてきました。群馬は食の基本である
穀物食、中でも「おっきりこみ」をはじめ小麦粉食文化が発
展を遂げ、屈指の粉食王国・野菜王国と言われます。食文
化の歴史から、誇る群馬の食文化・名物料理まで幅広く理
解を深める講座とします。教員・子どもの「自身や郷土への
プライド」を育むために。

木部　克彦（生活学科客員教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月20日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高校教

諭向け

6,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35055-
505044号

027-231-8286　
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

武蔵野短期大学
【選択】自己表現力をはぐくむ指
導力の向上

内容としては、童謡・唱歌を取り入れた楽しく学べる音楽指
導、発想の転換をして、美術作品を楽しく創作し、その在り
方を学ぶ美術指導、子どもの健康・体力向上を目指した運
動遊びや組体操の指導の在り方を中心とした体育・健康指
導など、実技演習なども取り入れ、教師のこれからの初等
教育における自己表現力を高める指導の在り方を探り、指
導技術を磨く。

芳野　道子（幼児教育学科教授）
小山　一馬（幼児教育学科准教授）
伴　好彦（幼児教育学科准教授）

埼玉県狭山市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 100人

令和2年4月9日～
令和2年4月13日

令02-
35067-
505676号

04-2954-6131
http://www.musashino.
ac.jp

武蔵野短期大学
【選択】幼児理解に基づく指導力
の向上

内容としては、幼児教育の在り方を中心とした幼児心理、子
育て家庭を取り巻く現代社会の現状とこれに対応した家庭
などとの連携に基づいた保護者との連携、小学校教育との
接続を視野に入れた今後重視すべき指導の在り方や幼児
教育理解など、教師のこれからの幼児教育の在り方・進め
方を探る。

岡澤　陽子（幼児教育学科教授）
本田　由衣（幼児教育学科兼任講師）
小山　みずえ（幼児教育学科教授）

埼玉県狭山市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 100人
令和2年4月9日～
令和2年4月13日

令02-
35067-
505677号

04-2954-6131
http://www.musashino.
ac.jp

武蔵野短期大学
【選択】教育課題解決に向けた指
導力の向上

内容としては、消費者教育等を踏まえた教育における情報
メディアの活用の可能性と情報モラル、食育の視点から考
える幼児・児童の食生活について、英語教育のさらなる低年
齢化が進むなかでの幼児・児童の英語教育の在り方など、
教師のこれからの初等教育にかかわる課題に対応する指
導技術の向上を目指す。

八木　浩雄（幼児教育学科専任講師）
小野　友紀（幼児教育学科准教授）
青木　雅幸（武蔵野学院大学　国際コミュニケー
ション学部教授）

埼玉県狭山市 6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 120人
令和2年4月9日～
令和2年4月13日

令02-
35067-
505678号

04-2954-6131
http://www.musashino.
ac.jp

清和大学短期大
学部

【選択】幼児・児童の運動表現遊
び

幼稚園年少児から小学校2年生対象の様々な運動遊びを紹
介します。
子ども達にとって必要な動きは何かを知り、実際にからだを
動かす楽しさや運動遊びの魅力を改めて体感し、考えてい
きます。
※動きやすい服装・室内シューズおよび飲み物をご用意くだ
さい。

真砂　雄一（こども学科　准教授）
千葉県木更津
市

6時間 令和2年10月3日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 30人
令和2年6月10日～

令和2年7月8日

令02-
35072-
505639号

0438-30-5565
http://www.seiwa-
jc.ac.jp/

清和大学短期大
学部

【選択】幼児教育、初等教育の接
続を考慮した理科指導

体験や物作りを重視した小学校理科教育につながる幼児教
育、小学校１，２年生の生活科並びに小学校３年生からの
理科教育の内容について考え、簡単な製作活動を行うと共
に自然を対象とした遊びを通して幼児教育と初等教育の有
効な接続を考えていきます。
※持ち物：両切りの金づち、ハサミ、のり

林　俊之（こども学科　特任教授）
千葉県木更津
市

6時間 令和2年9月19日 教諭
幼稚園、小学校

教諭向け
6,500円 30人

令和2年6月10日～
令和2年7月8日

令02-
35072-
505640号

0438-30-5565
http://www.seiwa-
jc.ac.jp/

清和大学短期大
学部

【選択】造形表現を楽しむ子ども
を育むための造形・図工講座

造形表現・図画工作やその指導に悩みや不安をお持ちの
先生とともに、主として年中児から小学校低学年に向けた題
材を行ないながら、造形表現・図画工作の意義や特徴につ
いて理解を深めます。そして、表現することを楽しむ子どもを
育むための援助や指導の在り方について考えていきます。

畠山　智宏（こども学科　准教授）
千葉県木更津
市

6時間 令和2年8月29日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 32人
令和2年6月10日～

令和2年7月8日

令02-
35072-
505641号

0438-30-5565
http://www.seiwa-
jc.ac.jp/
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令和２年度(第２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

清和大学短期大
学部

【選択】幼児教育・初等教育にお
けるリズム楽器の基礎指導

初等教育、幼児教育で用いられている各種打楽器の構造と
それに基づいた奏法について学び、リズム楽器指導の意義
を考える。
後半は、ハンドベルの奏法とアンサンブルを経験する。

古川　哲也（こども学科　教授）
平田　和世（こども学科　教授）

千葉県木更津
市

6時間 令和2年8月8日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 30人
令和2年6月10日～

令和2年7月8日

令02-
35072-
505642号

0438-30-5565
http://www.seiwa-
jc.ac.jp/

清和大学短期大
学部

【選択】幼児教育のこれまでとこ
れから

理論：平成30年3月に改訂された幼稚園教育要領の改訂の
背景を踏まえ，新要領の中で目指されている幼児教育につ
いての理解を深めます。また，幼稚園教育の歴史的変遷を
辿りながら，現在の幼児教育に求められていることを客観的
に捉えることを試みます。
演習：本吉圓子の保育実践を取り上げ，遊びや生活を中心
とした幼児教育の在り方について考えます。

加藤　緑（子ども学科　専任講師）
千葉県木更津
市

6時間 令和2年8月22日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 30人
令和2年6月10日～

令和2年7月8日

令02-
35072-
505643号

0438-30-5565
http://www.seiwa-
jc.ac.jp/

清和大学短期大
学部

【選択】幼児教育・初等教育にお
けるリズム楽器の基礎指導

初等教育、幼児教育で用いられている各種打楽器の構造と
それに基づいた奏法について学び、リズム楽器指導の意義
を考える。
後半は、ハンドベルの奏法とアンサンブルを経験する。

古川　哲也（こども学科　教授）
平田　和世（こども学科　教授）

千葉県木更津
市

6時間 令和2年9月5日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 30人
令和2年6月10日～

令和2年7月8日

令02-
35072-
505644号

0438-30-5565
http://www.seiwa-
jc.ac.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】エンカウンターで、人間関
係と学級づくり

小学校の学校経営や人間関係づくりに役立つグループエン
カウンターを実際体験する講習です。エンカウンターの理論
だけでなく、実際に役立つエクササイズを学年に合わせた
実践方法や配慮することなどを体験を通して学習します。ま
た、気になる児童を楽しく参加させる工夫、不登校やいじめ
予防につながるエクササイズを紹介します。また、幼稚園教
諭の自他理解を深め教師自身の成長を促します。

明里　康弘（現代子ども学科非常勤講師） 千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 60人

令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506030号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】理科教育

改訂学習指導要領が実施され、とりわけ教科においては
「主体的・対話的で深い学び」の視点から授業改善の推進
が求められている。そこで、主体性・対話性・協働性に配慮
した理科授業のあり方を考えていきたい。また、理科指導の
根幹である観察・実験に関しても、実習を通して技能のスキ
ルアップを図るとともに、「楽しい理科」と「考える理科」を両
立させるための手立てについて検討していきたい。

山﨑　益男（現代子ども学科非常勤講師） 千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,200円 40人
令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506031号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】子どもの発達理解と関係
づくり～手袋人形を作ろう～

保育者が子どもと関係性を築く際に、お互いのイメージを繋
ぐ媒介物があることで、よりその効果をもたらします。また、
対人関係や数の概念などを子どもの発達に則し、保育者が
工夫して準備したい教材はたくさんあります。本講習は子ど
もへの関わりを臨床・発達的観点でとらえ直すとともに、実
技として手袋人形を製作、実演します。

大野　雄子（現代子ども学科教授） 千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,300円 60人
令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506032号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】子どもの発達理解と関係
づくり～手袋人形を作ろう～

保育者が子どもと関係性を築く際に、お互いのイメージを繋
ぐ媒介物があることで、よりその効果をもたらします。また、
対人関係や数の概念などを子どもの発達に則し、保育者が
工夫して準備したい教材はたくさんあります。本講習は子ど
もへの関わりを臨床・発達的観点でとらえ直すとともに、実
技として手袋人形を製作、実演します。

大野　雄子（現代子ども学科教授） 千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月25日 教諭 幼稚園教諭 6,300円 50人
令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506033号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】不安への対処力を養う認
知行動療法の授業実践

子どもたちは様々な不安の問題を抱えており、それが学校
生活での不適応や学業成績の不振につながる場合もありま
す。近年、学級集団を対象に認知行動療法に基づく指導を
行うことで、子どもたちの不安を低減することが実証されて
います。本講習は小学校5～6年生の児童向けに認知行動
療法に基づく予防教育プログラムの指導者を養成します。
不安の問題に対処する知識とスキルを授業で教えてみませ
んか？

小柴　孝子（神田外語大学　国際コミュニケー
ション学科客員教授）
浦尾　悠子（千葉大学　子どものこころの発達教
育研究センター特任助教）

千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506034号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/
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令和２年度(第２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

千葉敬愛短期大
学

【選択】子どもをめぐる様々な問
題　～児童虐待を中心に～

子どもをめぐる様々な問題の中で、子どもの健やかな成長・
発達を著しく妨げるものが児童虐待である。児童虐待とは何
かという基本的な考え方、家庭内で虐待が起きる背景、虐
待が子どもにもたらす影響を理解し、日々子どもと関わるう
えで早期発見と対応、虐待対応の仕組みと地域での虐待の
ネットワークの構築の在り方を学ぶ。

鎌倉　和子（現代子ども学科非常勤講師） 千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 60人

令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506035号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】カウンセリングで高める教
師力

教師の大量採用とともに、新人教師の離職が大きな問題と
なっている。その理由の多くは、児童生徒、保護者、同僚と
の人間関係につまづくことである。したがって、教師は教科
書指導の前に「人間関係のプロ」でなければならない。そこ
で本講座では、援助的コミュニケーションであるカウンセリン
グの視点から「人間関係のプロ」としての教師力のあり方に
ついて考える。

会沢　信彦（文教大学　教育学部教授） 千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月24日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 60人

令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506036号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】LD/ADHD等の心理的理
解と合理的配慮

2016年4月に「障害者差別解消法」が施行され、教育現場で
はより一層発達障害のある児童への理解と合理的配慮の
提供が求められるようになりました。本講座では、学習場面
を想定した「LD/ADHD等の心理的疑似体験プログラム」（日
本LD学会作成、講師は使用資格を取得）を使用し、発達障
害のある子どもたちの困難さゆえの苛立ちや不安、自信の
なさ等の感情やストレスを受講生に疑似体験していただきま
す。
　そのうえで、子どもたちの立場に立った具体的支援や合理
的配慮について考え、受講生にはグループで教材を工夫し
て作成し、発表していただきます。

小柴　孝子（立教大学　人権ハラスメント対策セ
ンターカウンセラー）

千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月24日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506037号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】体つくり運動・表現遊び

子どもの体力低下や運動経験の差が問題になっている現
代において、体育や運動遊びの指導は大きな意味を持って
いる。また、多様なコミュニケーションが存在する中で、身体
で表現することの大切さが再認識されている。本講習では、
幼稚園・保育所・小学校等で行われる体育や運動指導と、
身体表現に関する基本的な講義を行い、保幼小の連携に
ついても触れる。さらに、体育等で行われる体つくり運動・表
現遊びなどを実施、紹介する。

村瀬　瑠美（現代子ども学科専任講師） 千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月24日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 40人

令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506038号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】リズムで遊ぼ、歌って演
奏して、表現しよう

身体を使って「リズム遊び」を体験することで、拍、拍子、リ
ズムへの理解を深め、声を出し歌うことで、身体の使い方、
音程のとり方、「言葉」とメロディの関連を、また鍵盤ハーモ
ニカ、ソプラノ・リコーダーの奏法や合奏を通して「察する」こ
とを体験して頂きます。
本講習では、その体験を通し領域「表現」と音楽の関りを学
び、日々の活動に活かすことを検討していきます。

鈴木　由美子（現代子ども学科非常勤講師） 千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月24日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 50人

令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506039号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】英語を使って楽しくあそぼ
う！

英語はコミュニケーション手段の一つに過ぎないという意識
を持ってもらうためには、子どもたちが英語を科目ととらえる
前にどのように接するかが鍵となります。限られた時間の中
で質の良い圧倒的な量のインプットを子どもに与え、さらに
それを使う（アウトプットする）機会をいかに持たせるかに焦
点を当てていきます。主に読み聞かせに適した絵本の選び
方、その読み方や、歌、工作などを通して英語に触れていき
ます。

三幣　真理（敬愛大学　国際学部専任講師） 千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月24日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 50人

令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506040号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/
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令和２年度(第２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

千葉敬愛短期大
学

【選択】絵本講座「絵本の絵を読
み解く絵本入門」

どのように絵本の「絵」を読むのか。そのための理論と分析
を名作絵本や教科書掲載絵本の読解を通して、体系的にわ
かりやすく解説します。
主な内容は、
（１）絵本の基本
（２）幼児と絵本、小学校と絵本
（３）絵本を読み解く理論と方法
（４）物語絵本を読み解く
（５）昔話絵本を読み解く
（６）ファンタジー絵本を読み解く
（７）ポストモダンの絵本を読み解く
などです。

生田　美秋（フェリス女学院大学　非常勤講師） 千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
8,550円 40人

令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506041号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】教育方法

現職教員のための教育方法として、実践的な内容を中心と
した講習とする。前半は現在課題となっている「主体的、対
話的で深い学び」についての解説を中心とし、後半は実際
の授業の映像資料を基に授業実践のコンピテンシーを考
え、検討し合うことにより、受講生が明日の授業に生かせる
学びとする。

沼倉　徹（現代子ども学科特任准教授） 千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 60人
令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506042号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】「科学する心」を育てるも
のづくり

「科学的なものづくり」を通して、子どもたちが科学を楽しみ
ながら無理なく学び遊べるものづくりを実施する。また、製作
するだけでなく、一時的な「すごい・不思議」だけに陥りがち
な傾向のあったこれまでの科学の学びを教育的価値との関
連を図りながら身近な素材を用いた製作を行うとともに「科
学する心」の育て方の実践について学ぶ。

杉山　清志（現代子ども学科准教授） 千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,500円 40人

令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506043号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】子どもと関わるもう一つの
物差し～「遊ぶ」を哲学する

子どもの体力やコミュニケーション能力が落ちていると言わ
れて久しい。これらの要因には遊び、ことに「外遊び」の経験
が少なくなったことが挙げられている。遊ぶことは子どもに
とって、ことに乳幼児にとってどういう意味と価値があるの
か。ワークや事例研究等を通じそれを知ることで、教育の物
差しだけではないもうひとつの子どもを見つめる「遊育」とい
う物差しを手に入れ、子どもや親との新たなかかわりの手法
を学ぶ。

天野　秀昭（元大正大学人間学部人間環境学
科特命教授）

千葉県佐倉市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 50人

令和2年3月16日～
令和2年4月15日

令02-
35073-
506044号

043-486-7111
http://www.chibakeiai.a
c.jp/

仁愛女子短期大
学

【選択】幼児と言葉

物語や絵本を新たな角度から眺め、絵本とその対象年齢に
関する理解や鑑賞力を深めたり、文字へのかかわりについ
て話し合ったりすることを通して、小学校への接続をふまえ
た、幼児教育段階の支援の在り方について理解を深める。
また、言葉に関する実践的な活動を通して、保育者自身が
言葉の楽しさに気付き、言葉を大切にして自ら表現を工夫
するようになることを目標とする。

前田　敬子（幼児教育学科教授） 福井県福井市 6時間 令和2年7月11日 教諭 幼稚園教諭向け 6,500円 130人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35141-
504149号

0776-56-1133　
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/

仁愛女子短期大
学

【選択】子どもの音楽的感性を育
む実践指導

子どもたちの発達に応じた音楽表現活動の意義を理解し、
自然な音楽活動を通して、伸びやかな音楽的感性を育成す
る実践的な指導について学ぶ。楽譜にある様々な情報を
しっかり理解するための基礎的音楽知識を学び、教材の楽
曲分析から明確な音楽表現へとつなげる。また、子どもが喜
ぶリズム遊びやイメージ遊びを通し、音楽による自己表現を
行うことを目的とした具体的指導法について考える。

河野　久寿（幼児教育学科准教授）
木下　由香（幼児教育学科教授）

福井県福井市 6時間 令和2年7月12日 教諭 幼稚園教諭向け 6,500円 100人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35141-
504150号

0776-56-1133　
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/

仁愛女子短期大
学

【選択】子どもの運動と食育

子どもの健康を「運動」と「食育」の面から学ぶ。「運動」で
は、子どもの運動遊びと体力の発達について学ぶとともに、
体力測定の効果的な活用方法を学ぶ。「食育」では、子ども
の心身の発達における食生活の重要性とその在り方、食物
アレルギーへの対応について学ぶ。

内田　雄（幼児教育学科講師）
木内　貴子（生活科学学科講師）

福井県福井市 6時間 令和2年8月9日 教諭 幼稚園教諭向け 6,500円 170人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35141-
504151号

0776-56-1133　
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/
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令和２年度(第２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

仁愛女子短期大
学

【選択】仏教に見る子どもとの関
わり

誕生から涅槃までの釈尊の生涯と言葉について学ぶ。さら
に、その学びを通して、これまでの子どもとの関わりについ
て振り返りながら自己省察をする。また、年間の仏教行事の
あり方や意味についても学び、理解を深める。

香月　拓（幼児教育学科准教授） 福井県福井市 6時間 令和2年8月10日 教諭 幼稚園教諭向け 6,500円 170人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35141-
504152号

0776-56-1133　
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/

仁愛女子短期大
学

【選択】色彩と造形

子どもの活動を色彩と造形表現の観点から、発達過程を踏
まえた色彩知識と造形制作に至るまでの考え方を学ぶ。色
彩では、色彩基本としての色の機能性と、ユニバーサルデ
ザインの視点から色の見え方を体験し、多様な個性としての
対応に繋げる。造形表現では、布や資材の特性を生かした
キャラクターをつくる。モノの形を何かに見立てながら制作し
「考えること」の大切さを体感する。

橋本　洋子（生活科学学科講師）
前田　博子（生活科学学科准教授）

福井県福井市 6時間 令和2年8月26日 教諭 幼稚園教諭向け 6,500円 100人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35141-
504153号

0776-56-1133　
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/

仁愛女子短期大
学

【選択】幼児造形の指導法

乳幼児の発達段階を踏まえた環境設定、絵画表現の特徴
や個別の事例の観方など、造形表現に関する知識について
学ぶ。また、様々な材料や身体行為、環境に触発された作
品制作を行い、幼児造形の実践的な指導法について学ぶ。

重村　幹夫（幼児教育学科教授） 福井県福井市 6時間 令和2年8月27日 教諭 幼稚園教諭向け 6,500円 54人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35141-
504154号

0776-56-1133　
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/

仁愛女子短期大
学

【選択】発達障害・気がかりな子
どもの理解と支援

発達障害に関する基本的知識を整理するとともに、発達の
気がかりな子どもについて多角的な視点から理解する。ま
た、発達に障害のある子ども、発達が気がかりな子どもに対
する様々な支援方法について学び、それらを実際に応用す
るためにはどのような視点が必要か事例を通して理解す
る。

中尾　繁史（幼児教育学科講師） 福井県福井市 6時間 令和2年8月28日 教諭 幼稚園教諭向け 6,500円 170人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35141-
504155号

0776-56-1133　
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/

仁愛女子短期大
学

【選択】子どもの発達理解

乳児期から幼児期にかけての発達心理学における基礎理
論、科学的手法によって明らかにされてきた発達の諸相、
発達検査などから得られる行動発達のマイルストーンにつ
いて学び、個々の子どもの発達を表面的なエピソードではな
く、潜在的な機能の現れとして理解できるようになることを目
指す。

乙部　貴幸（幼児教育学科准教授） 福井県福井市 6時間 令和2年8月29日 教諭 幼稚園教諭向け 6,500円 170人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35141-
504156号

0776-56-1133　
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/

仁愛女子短期大
学

【選択】幼児と人間関係

予測不能な未来を生きる幼児に必要とされる資質・能力の
中で、人と関わる力の育ちに焦点を当てて理論的、実践的
に考察する。前半で、幼児と「人間関係」に関する現状と課
題等を整理した後、後半の実践編では、事例を通して人と
関わる保育者の役割や援助の在り方などを具体的に学ぶ。

賞雅　さや子（幼児教育学科准教授）
江端　佳代（幼児教育学科講師）

福井県福井市 6時間 令和2年8月31日 教諭 幼稚園教諭向け 6,500円 170人
令和2年4月1日～
令和2年4月30日

令02-
35141-
504157号

0776-56-1133　
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/

仁愛女子短期大
学

【選択】保育におけるマネジメント
とリーダーシップ

多様化・複雑化する保育現場の現状を踏まえたうえで、保
育におけるマネジメントとリーダーシップの理論および意義・
役割について理解する。具体的には、講習を受講すること
で、「組織マネジメント」「他職種との協働・連携」「保育の質
保証」「保育におけるリーダーシップ」などについて考える。

増田　翼（幼児教育学科准教授） 福井県福井市 6時間 令和2年12月5日 教諭 幼稚園教諭向け 6,500円 170人
令和2年9月14日～
令和2年9月30日

令02-
35141-
504158号

0776-56-1133　
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/

大垣女子短期大
学

【選択】幼児教育とマンガ・アニ
メーション

日々過ごす現場の中で感じた事や考えた事を自分なりにイ
メージ・表現する力を養い、創造性を豊かにする。
子ども達に伝える手段としての「マンガ・アニメーション」を講
義と演習形式で学ぶ。
子供の描く絵の豊かな表現方法を観察し、また、表現方法
の手法を学ぶことで適切な指導が出来ることを目指す。

田中　久志（デザイン美術学科教授）
黒田　皇（デザイン美術学科准教授）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内の現職者
募集期間：4月2日～4

月9日、一般募集期間：
4月22日～5月7日)

令02-
35153-
504237号

0584-81-6817
https://www.ogaki-
tandai.ac.jp/

大垣女子短期大
学

【選択】幼児の遊びの充実と保育
の質

幼児教育の質の向上が求められる現代。幼児期に身に付
けたい子どもの育ちを理解し、今何が求められているのかを
問いながら、保育の質の向上に向けて、子どもの遊びの展
開や保育者の援助のあり方について多様な視点からとらえ
直します。

名和　孝浩（幼児教育学科講師） 岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月18日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 65人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内の現職者
募集期間：4月2日～4

月9日、一般募集期間：
4月22日～5月7日)

令02-
35153-
504238号

0584-81-6817
https://www.ogaki-
tandai.ac.jp/
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令和２年度(第２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

大垣女子短期大
学

【選択】発達障害児の理解と支援
～子どもの内面に寄り添う丁寧
な支援とは～

特別支援教育が本格的に開始されてかなりの月日が経過し
ました。その間、私たち実践者は対象の子どもたちから多く
の事を学びました。そこで、今一度、子どもの内面に寄り添
う支援とは何か、また、子どもの自律のために今、私たちが
しなければならない事は何か、そして、丁寧な支援を行う事
は何を意味するのかなど、各校園での実践事例を具体的に
紹介しながら、自らの実践を振り返り、明日への支援のあり
方を学びます。

松村　齋（幼児教育学科教授） 岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 65人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内の現職者
募集期間：4月2日～4

月9日、一般募集期間：
4月22日～5月7日)

令02-
35153-
504239号

0584-81-6817
https://www.ogaki-
tandai.ac.jp/

大垣女子短期大
学

【選択】発達障害児の理解と支援
～子どもの内面に寄り添う丁寧
な支援とは～

特別支援教育が本格的に開始されてかなりの月日が経過し
ました。その間、私たち実践者は対象の子どもたちから多く
の事を学びました。そこで、今一度、子どもの内面に寄り添
う支援とは何か、また、子どもの自律のために今、私たちが
しなければならない事は何か、そして、丁寧な支援を行う事
は何を意味するのかなど、各校園での実践事例を具体的に
紹介しながら、自らの実践を振り返り、明日への支援のあり
方を学びます。

松村　齋（幼児教育学科教授） 岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 65人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内の現職者
募集期間：4月2日～4

月9日、一般募集期間：
4月22日～5月7日)

令02-
35153-
504240号

0584-81-6817
https://www.ogaki-
tandai.ac.jp/

大垣女子短期大
学

【選択】幼児の遊びの充実と保育
の質

幼児教育の質の向上が求められる現代。幼児期に身に付
けたい子どもの育ちを理解し、今何が求められているのかを
問いながら、保育の質の向上に向けて、子どもの遊びの展
開や保育者の援助のあり方について多様な視点からとらえ
直します。

名和　孝浩（幼児教育学科講師） 岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 65人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内の現職者
募集期間：4月2日～4

月9日、一般募集期間：
4月22日～5月7日)

令02-
35153-
504241号

0584-81-6817
https://www.ogaki-
tandai.ac.jp/

大垣女子短期大
学

【選択】保育者が知っておきたい
子どもの歯と口の病気

子どもの歯と口の健康を守るには、むし歯予防だけでなく、
口の機能や食育の推進など様々な面に目を向ける必要が
あります。また、子どもの頃の歯と口の衛生習慣は生涯を通
じて維持され、全身の健康づくりに大きく貢献します。そこで
本講習では、保育者の方々に子どもの歯と口の健康づくり
を進める上での知識と考え方を知って頂く内容としました。

石川　隆義（歯科衛生学科教授）
海原　康孝（歯科衛生学科教授）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 65人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内の現職者
募集期間：4月2日～4

月9日、一般募集期間：
4月22日～5月7日)

令02-
35153-
504242号

0584-81-6817
https://www.ogaki-
tandai.ac.jp/

大垣女子短期大
学

【選択】保育者が知っておきたい
子どもの歯と口の病気

子どもの歯と口の健康を守るには、むし歯予防だけでなく、
口の機能や食育の推進など様々な面に目を向ける必要が
あります。また、子どもの頃の歯と口の衛生習慣は生涯を通
じて維持され、全身の健康づくりに大きく貢献します。そこで
本講習では、保育者の方々に子どもの歯と口の健康づくり
を進める上での知識と考え方を知って頂く内容としました。

石川　隆義（歯科衛生学科教授）
海原　康孝（歯科衛生学科教授）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 65人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内の現職者
募集期間：4月2日～4

月9日、一般募集期間：
4月22日～5月7日)

令02-
35153-
504243号

0584-81-6817
https://www.ogaki-
tandai.ac.jp/

大垣女子短期大
学

【選択】保護者支援～よりよい関
係づくりを目ざして～

多様な価値観を持つ園児の保護者をよりよい関係をつくる
ためには園と家庭の連携が重要です。この講義では現代の
保護者の特徴を知って保護者を支援するための基本姿勢を
示し、よりよいコミュニケーションをとるために役立つ技術を
体験的に学びます。参加者が事例を持ち寄り演習をする中
で内容を深めていきます。

今村　民子（幼児教育学科准教授） 岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月23日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内の現職者
募集期間：4月2日～4

月9日、一般募集期間：
4月22日～5月7日)

令02-
35153-
504244号

0584-81-6817
https://www.ogaki-
tandai.ac.jp/

大垣女子短期大
学

【選択】保護者支援～よりよい関
係づくりを目ざして～

多様な価値観を持つ園児の保護者をよりよい関係をつくる
ためには園と家庭の連携が重要です。この講義では現代の
保護者の特徴を知って保護者を支援するための基本姿勢を
示し、よりよいコミュニケーションをとるために役立つ技術を
体験的に学びます。参加者が事例を持ち寄り演習をする中
で内容を深めていきます。

今村　民子（幼児教育学科准教授） 岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月24日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内の現職者
募集期間：4月2日～4

月9日、一般募集期間：
4月22日～5月7日)

令02-
35153-
504245号

0584-81-6817
https://www.ogaki-
tandai.ac.jp/
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令和２年度(第２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

大垣女子短期大
学

【選択】幼児の運動と音楽表現

体育・音楽の分野から、表現力や創造性を養うための幼児
の活動に沿った柔軟な指導方法を紹介します。各講座とも
演習中心で実施していきます。具体的な活動を通じて指導
者が自ら心身を開放し、さらに豊かなイメージを表現して頂
きたいと考えています。

光井　惠子（幼児教育学科教授）
中野　由香里（幼児教育学科准教授）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内の現職者
募集期間：4月2日～4

月9日、一般募集期間：
4月22日～5月7日)

令02-
35153-
504246号

0584-81-6817
https://www.ogaki-
tandai.ac.jp/

大垣女子短期大
学

【選択】幼児期における音楽表現
活動の必要性

日々の保育現場では、様々な音楽の活動が行われていま
す。その活動を通して「子どもの表現する力」をどのようにし
て育てていくべきでしょうか。音楽を用いた活動を紹介しな
がら演習活動を行い、自らの感性を高めていきます。そして
表現活動の意義を考え方法を見出し、実践へと繋げていき
ます。

光井　惠子（幼児教育学科教授） 岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内の現職者
募集期間：4月2日～4

月9日、一般募集期間：
4月22日～5月7日)

令02-
35153-
504247号

0584-81-6817
https://www.ogaki-
tandai.ac.jp/

大垣女子短期大
学

【選択】子どもの造形表現とこころ

スクィグルなどの表現療法や作品への評価のしかた、素材
や空間を活かした活動の取り入れ方などを学びながら、さま
ざまな造形あそびのアプローチの体験を通して日頃の保育
における造形活動を振り返り、子どものこころを動かす造形
あそびとは何かを考えていく。

茂木　七香（総合教育センター教授、IRセンター
長）
立崎　博則（幼児教育学科　講師）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内の現職者
募集期間：4月2日～4

月9日、一般募集期間：
4月22日～5月7日)

令02-
35153-
504248号

0584-81-6817
https://www.ogaki-
tandai.ac.jp/

大垣女子短期大
学

【選択】子どもの造形表現とこころ

スクィグルなどの表現療法や作品への評価のしかた、素材
や空間を活かした活動の取り入れ方などを学びながら、さま
ざまな造形あそびのアプローチの体験を通して日頃の保育
における造形活動を振り返り、子どものこころを動かす造形
あそびとは何かを考えていく。

茂木　七香（総合教育センター教授、IRセンター
長）
立崎　博則（幼児教育学科　講師）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内の現職者
募集期間：4月2日～4

月9日、一般募集期間：
4月22日～5月7日)

令02-
35153-
504249号

0584-81-6817
https://www.ogaki-
tandai.ac.jp/

岐阜聖徳学園大
学短期大学部

【選択】幼児期の道徳教育の基
本事項

平成29年の幼稚園教育要領の改訂で「道徳教育の充実」が
提唱されて以降、幼児の道徳教育への関心は高まりつつあ
る。しかしよりよい道徳教育を実践していくためには、実践を
支え導く理論が必要であり、道徳性そのものに対する十分
な理解が求められる。本講習では、道徳性とは何か、どのよ
うに芽生え、伸展し、小学校の「特別の教科 道徳科」に接続
されていくのか、という幼稚園における道徳教育の基本事項
を、道徳教育に関する様々な思想と合わせながら確認して
いく。

安部　日珠沙（専任講師） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35154-
504485号

058-278-0731　
(内線： 203)

http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学短期大学部

【選択】幼児教育の根本を振り返
る

本講習の目的は、根本的な観点から現代の幼児教育の在
り方を振り返り、幼児教育の意義への理解の深化を図ること
である。そのために、まずは幼児教育の古典的な思想家・
実践家の言説について学び直し、受講者自身の教育家とし
ての知識や経験に照らし合わせながら、批判的に分析して
いく。そして、現代の幼児教育の理念との比較検討を通じ
て、幼児教育を普遍的・本質的な観点から捉え直し、幼児教
育の不易とこれからの在り方について考察していく。

安部　日珠沙（専任講師） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35154-
504486号

058-278-0731　
(内線： 203)

http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学短期大学部

【選択】子どもの病気・けがへの
対応

乳幼児期の子どもには病気がつきものです。体調の悪い子
どもの対応で困った点などを参加者と話し合いながら、子ど
もの病気やけがの対応について考えていきます。特に、子
どもの病気の特徴、発熱のメカニズムを整理した上で、近年
の子どもの保健に関するトピックスを交えて講習をおこない
ます。

大西　薫（幼児教育学科専任講師） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35154-
504487号

058-278-0731　
(内線： 203)

http://www.kmk-
gifu.jp/

342 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

岐阜聖徳学園大
学短期大学部

【選択】教育相談とスクールソー
シャルワーク

平成29年4月1日に学校教育法施行規則が改正され、ス
クールソーシャルワーカーは小学校や中学校、高校、特別
支援学校等において児童の福祉に関する支援に従事する
と規定された。本講習では、学校においていじめや不登校、
貧困、発達障害などの課題を抱えた児童・生徒が置かれて
いる環境（家族や友人、関係機関、地域など）に働きかける
スクールソーシャルワークについて学び、「チーム学校」の
視点からよりよい教育相談体制を考えていく。

徳広　圭子（幼児教育学科教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月18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
支援学校の教
諭・養護教諭

6,000円 40人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35154-
504488号

058-278-0731　
(内線： 203)

http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学短期大学部

【選択】子どもの音楽的な表現活
動

子どもは全身を使って様々な表現を行います。本講習で
は、表現活動の中でも音楽の分野に焦点をあて、５つの活
動（きく、うたう、ひく、うごく、つくる）を援助する方法を学びま
す。そして、自らも表現する喜びを体験してください。

木許　隆（幼児教育学科准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35154-
504489号

058-278-0731　
(内線： 203)

http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学短期大学部

【選択】子どもの病気・けがへの
対応

乳幼児期の子どもには病気がつきものです。体調の悪い子
どもの対応で困った点などを参加者と話し合いながら、子ど
もの病気やけがの対応について考えていきます。特に、子
どもの病気の特徴、発熱のメカニズムを整理した上で、近年
の子どもの保健に関するトピックスを交えて講習をおこない
ます。

大西　薫（幼児教育学科専任講師） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35154-
504490号

058-278-0731　
(内線： 203)

http://www.kmk-
gifu.jp/

高山自動車短期
大学

【選択】基礎から学び直す経済学

「需要が増えれば値段が上がる」という一方で、「値段が上
がれば需要が減る」ともいう。どちらもそれぞれ正しそうだ
が、何だか矛盾した話のようにも思える。こうしたモヤモヤに
「これはこうだ！」と即答できるだろうか？子どもたちの「どう
して？」という素朴な疑問に自信を持って答えられるだろう
か？この講習では、具体的な事例に即して経済学の本当に
大切な基本をわかりやすく解説していく。

長野　達也（自動車工学科准教授） 岐阜県高山市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35157-
504197号

0577-32-4440
http://www.takayamac
ollege.ac.jp/

高山自動車短期
大学

【選択】今、ふたたび日本国憲法
を学び直す

日本国憲法99条、学校教育法第9条によれば、学校設置者
を問わず、教員には憲法の擁護と遵守が求められていま
す。本講座では、「いじめ」「体罰」「モンスターペアレント」な
どの教育現場での様々な問題点を、憲法26条「教育を受け
る権利」の観点から分析するほか、教員・社会人として必須
の主な権利について解説を加えていこうと思います。

桑山　昌己（自動車工学科教授） 岐阜県高山市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35157-
504198号

0577-32-4440
http://www.takayamac
ollege.ac.jp/

高山自動車短期
大学

【選択】基礎から学び直す経済学

「需要が増えれば値段が上がる」という一方で、「値段が上
がれば需要が減る」ともいう。どちらもそれぞれ正しそうだ
が、何だか矛盾した話のようにも思える。こうしたモヤモヤに
「これはこうだ！」と即答できるだろうか？子どもたちの「どう
して？」という素朴な疑問に自信を持って答えられるだろう
か？この講習では、具体的な事例に即して経済学の本当に
大切な基本をわかりやすく解説していく。

長野　達也（自動車工学科准教授） 岐阜県高山市 6時間 令和2年8月17日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35157-
504199号

0577-32-4440
http://www.takayamac
ollege.ac.jp/

高山自動車短期
大学

【選択】今、ふたたび日本国憲法
を学び直す

日本国憲法99条、学校教育法第9条によれば、学校設置者
を問わず、教員には憲法の擁護と遵守が求められていま
す。本講座では、「いじめ」「体罰」「モンスターペアレント」な
どの教育現場での様々な問題点を、憲法26条「教育を受け
る権利」の観点から分析するほか、教員・社会人として必須
の主な権利について解説を加えていこうと思います。

桑山　昌己（自動車工学科教授） 岐阜県高山市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35157-
504200号

0577-32-4440
http://www.takayamac
ollege.ac.jp/
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令和２年度(第２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

中京学院大学短
期大学部

【選択】食品加工原理及び実習

加工食品の食生活に占める割合はますます大きくなってき
ているが、健康に害を及ぼさなく、安全でかつおいしい食品
を得るためには、これら加工食品がどのような原理で製造さ
れているのか理解することが必要である。実際に食品加工
操作を行なって食品の品質を化学的、物理的評価方法から
判定し、さらにどのような保存原理に基づいて製品化されて
いるかを実習する。

福田　泰樹（健康栄養学科　特任教授） 岐阜県瑞浪市 6時間 令和2年8月19日
教諭

栄養教
諭

小学校・中学校で
家庭科を担当す
る教諭・栄養教諭

6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内優先予約
期間：4月2日～4月9

日、一般予約期間：4月
22日～5月7日)

令02-
35158-
505886号

0572-68-4556
http://www.kmk-
gifu.jp/

中京学院大学短
期大学部

【選択】2-3歳児クラスの魅力と醍
醐味

2-3歳児は制度上の問題などから、様々な保育が展開され
ている。同時に，発達や社会性など大きな変化や困難さをも
つ重要な時期である。
内容としては、2-3歳児クラスの発達理論と実践例を紹介し
ながら、この時期ならではの保育の内容について共に考え
る機会としたい。

横井　喜彦（保育科　教授）
信太　寿理（保育科  講師）

岐阜県瑞浪市 6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内優先予約
期間：4月2日～4月9

日、一般予約期間：4月
22日～5月7日)

令02-
35158-
505887号

0572-68-4556
http://www.kmk-
gifu.jp/

中京学院大学短
期大学部

【選択】ピアノ伴奏法と歌唱実践

コードネームの知識の理解を深め、幼稚園などで歌われる
童謡を用いて、実践につながるような伴奏法を学ぶ。歌唱で
は、子どもを題材にした曲を取り上げ、詞の朗読や、歌うこと
により曲への理解を深め、簡単な２部合唱も実践する。

近江　秀崇（保育科　講師） 岐阜県瑞浪市 6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内優先予約
期間：4月2日～4月9

日、一般予約期間：4月
22日～5月7日)

令02-
35158-
505888号

0572-68-4556
http://www.kmk-
gifu.jp/

中京学院大学短
期大学部

【選択】学校教育における防災・
減災意識の向上（食に視点をお
いて）

地域や学校において防災・減災に対する意識が高まってお
り、学校現場においてもますます防災減災教育が重視され
ている。一人一人が自然災害を正しく理解し、自らの判断の
下で行動が取れるようにしていく活動、取り組みについての
ワークショップを行う。また、食に関する実習を通して、実際
的な知識と技術を習得する。

小栗　雅子（健康栄養学科　准教授） 岐阜県瑞浪市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校で
家庭科を担当す
る教諭・栄養教諭
または防災に関

わる教員

6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内優先予約
期間：4月2日～4月9

日、一般予約期間：4月
22日～5月7日)

令02-
35158-
505889号

0572-68-4556
http://www.kmk-
gifu.jp/

中京学院大学短
期大学部

【選択】折り紙制作と保育実践

保育現場における折り紙製作として、保育実践での折り紙
の活用とその指導方法等について学ぶ。我が国における折
り紙のルーツを辿ると、その始まりの意味や意義が見えてく
る。明治９年に我が国で初となる幼稚園が誕生し、教育に初
めて折り紙が導入された。現在も保育活動に折り紙を導入
している園も多く存在する中、実際の保育現場における折り
紙の具体的な活用と指導方法等について、情報交換を交え
ながら考察を深めていきたい。（昨年度開講した「折り紙制
作と保育実践 その活用と指導方法について」と同一の内容
です。）

岡崎　善治（保育科　講師） 岐阜県瑞浪市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内優先予約
期間：4月2日～4月9

日、一般予約期間：4月
22日～5月7日)

令02-
35158-
505890号

0572-68-4556
http://www.kmk-
gifu.jp/

中京学院大学短
期大学部

【選択】幼児の発達障害について
考える

就学前の障害をもつ子どもの保育は，大変重要ではある
が，その見極めを含め対応の難しさが指摘されている。本
講習では，乳幼児期の発達障害についての理論的な説明
だけではなく，特性を踏まえた支援の重要性や，困難さなど
を踏まえた実際の支援方法などについて，特に幼稚園場面
を想定したグループワークなどを通して考えたい。（昨年度
開講した「乳幼児の発達障害について考える」と同一の内容
です。）

信太　寿理（保育科　講師） 岐阜県瑞浪市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内優先予約
期間：4月2日～4月9

日、一般予約期間：4月
22日～5月7日)

令02-
35158-
505891号

0572-68-4556
http://www.kmk-
gifu.jp/

中京学院大学短
期大学部

【選択】保育の歴史からみえてく
る保育の原点とあり方

本講習では140年にわたる保育の歴史や制度等を通して、
我が国における歴史上の優れた保育者らにおける保育の
原点や保育のあり方について学ぶ。初めて保育者として子
どもと向き合ったときの新鮮な気持ちやその後の意識の変
化、現在の心境等を情報交換を交えながら考察を深めてい
きたい。
（昨年度開講した「保育の原点と保育者」と同一の内容で
す。）

岡崎　善治（保育科　講師） 岐阜県瑞浪市 6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内優先予約
期間：4月2日～4月9

日、一般予約期間：4月
22日～5月7日)

令02-
35158-
505892号

0572-68-4556
http://www.kmk-
gifu.jp/
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令和２年度(第２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

中京学院大学短
期大学部

【選択】特別支援教育と保育環境

本講習では特別支援教育の歴史的変遷を辿りながら、特別
の支援を要する子どもの保育環境について学ぶ。我が国で
は明治11年に盲・聾教育が始まって以来１４０年に渡る歴史
がある。視覚障害や聴覚障害など様々な障害を持つ子ども
がいる中、保育現場では発達障害の子どもへの注目度が
高まっている。こうした障害を持つ子どもへの保育環境等に
ついて情報交換を交えながら考察を深めていきたい。

岡崎　善治（保育科　講師） 岐阜県瑞浪市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内優先予約
期間：4月2日～4月9

日、一般予約期間：4月
22日～5月7日)

令02-
35158-
505893号

0572-68-4556
http://www.kmk-
gifu.jp/

中京学院大学短
期大学部

【選択】保育現場が抱える問題と
今後の保育のあり方

今、現場が抱えている問題の現状と課題について学ぶこと
で、日々の保育の振り返りをしたり今後の保育のあり方を考
えたりする講習です。
①認定こども園への動きを受けて、現場の保育者の対応の
仕方について情報交流をしながら考える
②保護者の育児の現状について把握することを通して、保
護者支援について考える
③保育者に求められる内容が膨大化している中で、子ども
に寄り添う援助について考える

栗岡　洋美（保育科　准教授） 岐阜県瑞浪市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内優先予約
期間：4月2日～4月9

日、一般予約期間：4月
22日～5月7日)

令02-
35158-
505894号

0572-68-4556
http://www.kmk-
gifu.jp/

中京学院大学短
期大学部

【選択】保育・教育現場で活かせ
る実践的な心理学

本講習では、保育や教育現場で活用できる実践的な心理学
の知識と技術を学んでもらう。具体的には、以下の２つ。　
①朝起きて顔を洗う等の日常的な行動から困った問題行動
まで、ヒトの「行動」はなぜ起こるのかというメカニズムを理
解することで、実際の問題行動への対処、支援方法を習得
する。②保育者が備えておくべきカウンセリングの知識・技
術を体験的に学習する。

江畑　慎吾（保育科　講師） 岐阜県瑞浪市 6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内優先予約
期間：4月2日～4月9

日、一般予約期間：4月
22日～5月7日)

令02-
35158-
505895号

0572-68-4556
http://www.kmk-
gifu.jp/

中京学院大学短
期大学部

【選択】医療・栄養に関するデータ
の統計分析

統計的リテラシーの重要性が高まっている現在、教育現場
においても成績評価やアンケートによる学校評価、実践的
な指導の効果など、客観的なデータ分析が必要とされる場
面が増加しています。本講習では、教育現場に役立たせる
ことを目的に、基本的な統計学から始まり、実際に様々な変
化や傾向の有無をデータに基づいて仮説検証できるよう、
主要な統計分析法を学びます。このような理論を理解した上
で，コンピュータを利用した実践的統計処理の習得を目指し
ます。

村瀬　孝宏（健康栄養学科・教授） 岐阜県瑞浪市 6時間 令和2年8月20日 教諭
教諭（小学校/中
学校/高等学校）

6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内優先予約
期間：4月2日～4月9

日、一般予約期間：4月
22日～5月7日)

令02-
35158-
505896号

0572-68-4556
http://www.kmk-
gifu.jp/

中京学院大学短
期大学部

【選択】保育実践記録から新しい
自分に出会う

保育現場において、保育記録は重要な業務のひとつであ
る。と同時に見つめ直すことにより新たな自分に出会う…成
長につながるものでもある。本講習では、記録についての悩
みを出し合うことから始まり、どのように記録を継続し、「自
分の保育を見直す」ための保育実践として高めるのか学び
合うと共に、職場内や研究会において実践記録を読み取り
深めていくための、カンファレンスの方法なども学びあう。

横井　喜彦（保育科　教授） 岐阜県瑞浪市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　県内優先予約
期間：4月2日～4月9

日、一般予約期間：4月
22日～5月7日)

令02-
35158-
505897号

0572-68-4556
http://www.kmk-
gifu.jp/

中部学院大学短
期大学部

【選択】子どもの生きる喜びを育
む保育技術の探求（Ａ）【関市】

1.３歳から６歳までの発達過程にふさわしい音楽表現活動
について考察し、子ども自身が意欲的に自己表現できるた
めの指導法について演習を通じて学ぶ。
2.多様な保育観や保育技術を持った保育者達が、協力して
子どもを保育するために必要な視点及び関わりについて、
グループワークやディスカッションなどの演習を通じて学ぶ。
※（Ａ）と（Ｂ）は同一内容の講習です。（午前・午後で講師交
代）

岡田　泰子（幼児教育学科　准教授）
小木曽　友則（幼児教育学科　助教）

岐阜県関市 6時間 令和2年8月4日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35159-
505875号

0575-24-9460　
(内線： 3507)

http://www.kmk-
gifu.jp/
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令和２年度(第２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

中部学院大学短
期大学部

【選択】子どもの生きる喜びを育
む保育技術の探求（Ｂ）【関市】

1.３歳から６歳までの発達過程にふさわしい音楽表現活動
について考察し、子ども自身が意欲的に自己表現できるた
めの指導法について演習を通じて学ぶ。
2.多様な保育観や保育技術を持った保育者達が、協力して
子どもを保育するために必要な視点及び関わりについて、
グループワークやディスカッションなどの演習を通じて学ぶ。
※（Ａ）と（Ｂ）は同一内容の講習です。（午前・午後で講師交
代）

岡田　泰子（幼児教育学科　准教授）
小木曽　友則（幼児教育学科　助教）

岐阜県関市 6時間 令和2年8月4日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35159-
505876号

0575-24-9460　
(内線： 3507)

http://www.kmk-
gifu.jp/

中部学院大学短
期大学部

【選択】幼児期の食事のつまづき
と解決の糸口 1 【関市】

幼児期には家庭での食事だけでなく、園での給食が始まり
ます。また新しい食品との出会いもあり、子ども自身が戸惑
いながら『好き嫌い』のハードルを越えなければなりません。
そこで本講座では、子どもが嫌いな食品を利用し、おいしく
食べられる方法や口に入れられるようになる糸口、食に関
する知識等について調理実習・試食をしながら学びます。
1と２は、全く同じ内容であり、２を受講した方は選択できま
せん。（日程選択型）

菊池　啓子（幼児教育学科　教授）
若園　靖子（幼児教育学科講師）

岐阜県関市 6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 60人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35159-
505877号

0575-24-9460　
(内線： 3507)

http://www.kmk-
gifu.jp/

中部学院大学短
期大学部

【選択】幼児期の食事のつまづき
と解決の糸口 2 【関市】

幼児期には家庭での食事だけでなく、園での給食が始まり
ます。また新しい食品との出会いもあり、子ども自身が戸惑
いながら『好き嫌い』のハードルを越えなければなりません。
そこで本講座では、子どもが嫌いな食品を利用し、おいしく
食べられる方法や口に入れられるようになる糸口、食に関
する知識等について調理実習・試食をしながら学びます。
1と２は、全く同じ内容であり、１を受講した方は選択できま
せん。（日程選択型）

菊池　啓子（幼児教育学科　教授）
若園　靖子（幼児教育学科講師）

岐阜県関市 6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 60人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35159-
505878号

0575-24-9460　
(内線： 3507)

http://www.kmk-
gifu.jp/

中部学院大学短
期大学部

【選択】保護者と共に子どもの育
ちに関わるために‐保護者支援を
考える【関市】

幼稚園教育要領にもあるように、子どもは、家庭・保育現
場・地域が“共に”育てていくことが重要です。昨今は特に、
その課題が大きくなってきています。保護者は、一生懸命い
い親になろうとしている一方で、母親になること・父親になる
ことは大変なことでもあります。分からない分、保育現場に
求めてくることも多くなってきました。様々な事例を通して、
保護者支援について考えます。

ダーリンプル　規子（幼児教育学科　教授） 岐阜県関市 6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
35159-
505879号

0575-24-9460　
(内線： 3507)

http://www.kmk-
gifu.jp/

浜松学院大学短
期大学部

【選択】子どもの福祉

今日の日本では、少子化や社会的養護、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、福祉施策の動向について学ぶことを
目的とします。

坂田　温志（准教授） 静岡県浜松市 6時間 令和2年7月28日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 130人
令和2年4月6日～
令和2年4月17日

令02-
35166-
504165号

053-473-6100
http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

浜松学院大学短
期大学部

【選択】子どもの発育発達を支え
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。)

松澤　俊行（准教授） 静岡県浜松市 6時間 令和2年7月27日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 130人
令和2年4月6日～
令和2年4月17日

令02-
35166-
504166号

053-473-6100
http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

浜松学院大学短
期大学部

【選択】家族の変化と保育･幼児
教育

高度経済成長期(1955-73年)から家族のあり方が大きく変
わり、特に1990年代以降の劇的な変化は現在も続いていま
す。その結果、保育者にとっての「あたりまえ」は前の世代と
も後の世代ともズレが生じているのが現状です。この講習で
は、戦後日本における家族の変化と保育･幼児教育との関
係について歴史社会学的に統計に基づいて学ぶことで、そ
の「ズレ」を客観的に理解し、保護者とのコミュニケーション
を円滑化させることを目指します。

和崎　光太郎（講師） 静岡県浜松市 6時間 令和2年7月31日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 120人
令和2年4月6日～
令和2年4月17日

令02-
35166-
504167号

053-473-6100
http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/
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令和２年度(第２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

浜松学院大学短
期大学部

【選択】子どもの心理と保育

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
めての集団生活の場では、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。

芳賀　亜希子（教授） 静岡県浜松市 6時間 令和2年7月27日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 120人
令和2年4月6日～
令和2年4月17日

令02-
35166-
504168号

053-473-6100
http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

浜松学院大学短
期大学部

【選択】「生きる力」を育む造形遊
び

子どもの意欲や想像力を培い、「生きる力」の源を育む造形
活動について具体的に考察する。
本講座では、子どもの描画における発達段階を取り上げ、
その心身の育ちと保育者の関わりについて考える。
また、造形活動を体験する過程で、保育者自らの感受性と
表現能力も高める。

菅澤　薫（講師） 静岡県浜松市 6時間 令和2年7月31日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年4月6日～
令和2年4月17日

令02-
35166-
504169号

053-473-6100
http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

浜松学院大学短
期大学部

【選択】「生きる力」を育む造形遊
び

子どもの意欲や想像力を培い、「生きる力」の源を育む造形
活動について具体的に考察する。
本講座では、子どもの描画における発達段階を取り上げ、
その心身の育ちと保育者の関わりについて考える。
また、造形活動を体験する過程で、保育者自らの感受性と
表現能力も高める。

菅澤　薫（講師） 静岡県浜松市 6時間 令和2年7月28日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年4月6日～
令和2年4月17日

令02-
35166-
504170号

053-473-6100
http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

浜松学院大学短
期大学部

【選択】子どもの音楽表現

本講習は「音楽表現スキルアップ講座」とし、以下の①②に
ついて学ぶ。
①保育者として、子どものうたの伴奏に必要な知識を学ぶ。
その中でも、コード(和音)を理解し、保育での活用法の習得
を目指す。
②音、動き、声や楽器などを使った音楽遊びを体験し、子ど
もの自由な表現を大切にした表現活動の展開について学
ぶ。

中本　富士乃（准教授）
永岡　和香子（教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年7月31日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年4月6日～
令和2年4月17日

令02-
35166-
504171号

053-473-6100
http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

浜松学院大学短
期大学部

【選択】子どもの音楽表現

本講習は「音楽表現スキルアップ講座」とし、以下の①②に
ついて学ぶ。
①保育者として、子どものうたの伴奏に必要な知識を学ぶ。
その中でも、コード(和音)を理解し、保育での活用法の習得
を目指す。
②音、動き、声や楽器などを使った音楽遊びを体験し、子ど
もの自由な表現を大切にした表現活動の展開について学
ぶ。

中本　富士乃（准教授）
永岡　和香子（教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年7月28日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年4月6日～
令和2年4月17日

令02-
35166-
504172号

053-473-6100
http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

高田短期大学 【選択】現代保育者の専門性

「新幼稚園教育要領」「新幼保連携型認定こども園教育･保
育要領」の内容について子どもの姿と絡めながら理解を深
める。また、現代保育者に求められる役割や子どもの主体
性について考え、現場での実践･指導力につなげる。

金森　まさ子（子ども学科講師） 三重県津市 6時間 令和2年11月8日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 80人
令和2年6月3日～
令和2年6月10日

令02-
35190-
506766号

059-232-2310　
(内線： 111)

http://www.takada-
jc.ac.jp/

高田短期大学 【選択】子どもと生活

現代の子どもを取り巻く環境をふまえ、子どもの健康を保持
するために保育者としての基本的知識の確認と役割を考え
る。また健康状態に異常が見られた場合の保育者としての
適切な対応について理解する。子どもの栄養や食生活を理
解し、保育者としての食支援の役割と意義を知る。食育の必
要性と保育の場でのあり方を理解する。

鷲見　裕子（子ども学科教授）
長倉　里加（子ども学科准教授）

三重県津市 6時間 令和2年11月15日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 80人
令和2年6月3日～
令和2年6月10日

令02-
35190-
506767号

059-232-2310　
(内線： 111)

http://www.takada-
jc.ac.jp/

高田短期大学 【選択】子どもと表現

子どもの表現活動において教師は何をねらい、どのような
教育環境を創造するのか、そして、子どもの表現を受容し活
動を支えるために教師に何が求められるのか、これらを領
域「表現」を基軸として考える。講習内容としては、音楽表
現、身体表現の観点からの演習や子どもの表現活動の事
例検討とする。受講者の現場での指導・援助の省察も踏ま
えながら、これからの教育方法について創造し、現場での実
践や指導・援助力向上につなげる。

福西　朋子（子ども学科教授）
榊原　尉津子（子ども学科准教授）

三重県津市 6時間 令和2年11月22日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 80人
令和2年6月3日～
令和2年6月10日

令02-
35190-
506768号

059-232-2310　
(内線： 111)

http://www.takada-
jc.ac.jp/
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令和２年度(第２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

ユマニテク短期大
学

【選択】保育内容の探求A

1.「棒状描画材料の扱い方」及び「水彩絵の具の扱い方」実
技を通して、①パスやクレヨン、色鉛筆や水性ペンで虹や風
船などを着色することでその特色を学ぶ。②食べ物に例え
て絵の具の水加減を楽しく試しながら学ぶ。
2・幼児期の身体発育と運動発達、また「遊び」に対する理解
を深め、活発な身体活動を伴う遊びの意義を確認する。そし
て、実践と体感を通して、幼児の遊びの質と量の向上を支え
るための指導のあり方について探る。

安藤　恭子（幼児保育学科教授）
田村　禎章（幼児保育学科講師）

三重県四日市
市

6時間 令和2年7月25日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年5月23日～
令和2年5月25日

令02-
35191-
504159号

059-356-8170
http://www.jc-
humanitec.ac.jp/

ユマニテク短期大
学

【選択】保育内容の探求A

1.「棒状描画材料の扱い方」及び「水彩絵の具の扱い方」実
技を通して、①パスやクレヨン、色鉛筆や水性ペンで虹や風
船などを着色することでその特色を学ぶ。②食べ物に例え
て絵の具の水加減を楽しく試しながら学ぶ。
2・幼児期の身体発育と運動発達、また「遊び」に対する理解
を深め、活発な身体活動を伴う遊びの意義を確認する。そし
て、実践と体感を通して、幼児の遊びの質と量の向上を支え
るための指導のあり方について探る。

安藤　恭子（幼児保育学科教授）
田村　禎章（幼児保育学科講師）

三重県四日市
市

6時間 令和2年12月12日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年10月1日～
令和2年10月3日

令02-
35191-
504160号

059-356-8170
http://www.jc-
humanitec.ac.jp/

ユマニテク短期大
学

【選択】保育内容の探求B

1．保育現場で多く用いられる児童文化財としての絵本や紙
芝居の持つ意義や役割について考えるとともに、保育現場
で扱われる昔話や昔話絵本の抱える問題を通して、子ども
の言葉や表現力を育むために大切なものとは何かについて
考える。
2.音が重なり合う美しさを受講者が感じながら、保育現場で
すぐに適用できる実践的な打楽器合奏曲のアレンジ方法や
指導法を学ぶ。また、音や音楽で遊んだりそれらに合わせ
て身体を動かしたりして、表現する楽しさを知り、表現活動
における援助方法を考える。

川勝　泰介（幼児保育学科教授）
桂山　たかみ（幼児保育学科准教授）
松本　亜香里（幼児保育学科准教授）

三重県四日市
市

6時間 令和2年8月1日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年5月23日～
令和2年5月25日

令02-
35191-
504161号

059-356-8170
http://www.jc-
humanitec.ac.jp/

ユマニテク短期大
学

【選択】保育内容の探求B

1．保育現場で多く用いられる児童文化財としての絵本や紙
芝居の持つ意義や役割について考えるとともに、保育現場
で扱われる昔話や昔話絵本の抱える問題を通して、子ども
の言葉や表現力を育むために大切なものとは何かについて
考える。
2.音が重なり合う美しさを受講者が感じながら、保育現場で
すぐに適用できる実践的な打楽器合奏曲のアレンジ方法や
指導法を学ぶ。また、音や音楽で遊んだりそれらに合わせ
て身体を動かしたりして、表現する楽しさを知り、表現活動
における援助方法を考える。

川勝　泰介（幼児保育学科教授）
桂山　たかみ（幼児保育学科准教授）
松本　亜香里（幼児保育学科准教授）

三重県四日市
市

6時間 令和2年12月13日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年10月1日～
令和2年10月3日

令02-
35191-
504162号

059-356-8170
http://www.jc-
humanitec.ac.jp/

ユマニテク短期大
学

【選択】保育内容の探求C

1．幼児は自然の様々な恵みを遊びに取り入れて楽しんで
います。本講座では、幼児が身近な自然の不思議さを体験
できるような科学あそびを取り上げます。今回取り上げる主
なテーマは、空気の不思議、水の不思議、音の不思議で
す。
2.教授法や教育技術の向上のためにWeb相互評価法を学
びます。紙とWebリフレクションシートを使い比べ、見える化
処理が容易なWeb相互評価法で、自身の教授技術の問題
点が明らかにできることを理解します。

田中　雅章（幼児保育学科教授）
伊藤　康明（幼児保育学科教授）

三重県四日市
市

6時間 令和2年8月8日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年5月23日～
令和2年5月25日

令02-
35191-
504163号

059-356-8170
http://www.jc-
humanitec.ac.jp/
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令和２年度(第２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

ユマニテク短期大
学

【選択】保育内容の探求C

1．幼児は自然の様々な恵みを遊びに取り入れて楽しんで
います。本講座では、幼児が身近な自然の不思議さを体験
できるような科学あそびを取り上げます。今回取り上げる主
なテーマは、空気の不思議、水の不思議、音の不思議で
す。
2.教授法や教育技術の向上のためにWeb相互評価法を学
びます。紙とWebリフレクションシートを使い比べ、見える化
処理が容易なWeb相互評価法で、自身の教授技術の問題
点が明らかにできることを理解します。

田中　雅章（幼児保育学科教授）
伊藤　康明（幼児保育学科教授）

三重県四日市
市

6時間 令和2年12月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年10月1日～
令和2年10月3日

令02-
35191-
504164号

059-356-8170
http://www.jc-
humanitec.ac.jp/

蒲田保育専門学
校

【選択】教育内容の充実「現場実
技充実講座」

①子どもの豊かな心情を育てるために、紙芝居の読み方や
手袋でつくるとことこ人形の作り方、実演など幼稚園等で指
導できるように講習をします。
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歌について、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。

吉武　まつ子（彩の国さいたま　親善大使）
荒木　文子（洗足学園こども短期大学　非常勤
講師）

東京都大田区 6時間 令和2年8月5日 教諭
幼稚園教諭（小
学校教諭可）

8,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年4月10日

令02-
40009-
504231号

03-3741-7460　
(内線： 515)

http://www.kanno.ac.jp
/kamatahoiku/

蒲田保育専門学
校

【選択】教育内容の充実「現場実
技充実講座」

①歌い、踊り、語ってきた人類の歴史を振り返りながら、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の講習をします。
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、いろいろ作品
の演じ方の講習をします。

二階堂　邦子（横浜女子短期大学　教授）
月下　和恵（非常勤講師）

東京都大田区 6時間 令和2年8月4日 教諭
幼稚園教諭（小
学校教諭可）

8,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年4月10日

令02-
40009-
504232号

03-3741-7460　
(内線： 515)

http://www.kanno.ac.jp
/kamatahoiku/

蒲田保育専門学
校

【選択】教育内容の充実「現場実
技充実講座」

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
ように講習します。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、いろいろ作品の演じ方を講習します。
②子ども達は、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。小さな時に生き生きと遊びながら学ぶことは、将来、
生きる力となって現れてくると確信しています。

竹内　エリカ（日本キッズコーチング協会　理事
長）
古宇田　亮順（元淑徳短期大学通信教育課程
講師）

東京都大田区 6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園教諭（小
学校教諭可）

8,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年4月10日

令02-
40009-
504233号

03-3741-7460　
(内線： 515)

http://www.kanno.ac.jp
/kamatahoiku/

蒲田保育専門学
校

【選択】教育内容の充実「現場実
技充実講座」

①歌い、踊り、語ってきた人類の歴史を振り返りながら、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の講習をします。
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、いろいろ作品
の演じ方の講習をします。

二階堂　邦子（横浜女子短期大学　教授）
月下　和恵（非常勤講師）

東京都大田区 6時間 令和2年8月18日 教諭
幼稚園教諭（小
学校教諭可）

8,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月19日

令02-
40009-
504234号

03-3741-7460　
(内線： 515)

http://www.kanno.ac.jp
/kamatahoiku/
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令和２年度(第２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

蒲田保育専門学
校

【選択】教育内容の充実「現場実
技充実講座」

①子どもの豊かな心情を育てるために、紙芝居の読み方や
手袋でつくるとことこ人形の作り方、実演など幼稚園等で指
導できるように講習をします。
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歌について、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。

吉武　まつ子（彩の国さいたま　親善大使）
荒木　文子（洗足学園こども短期大学　非常勤
講師）

東京都大田区 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園教諭（小
学校教諭可）

8,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月19日

令02-
40009-
504235号

03-3741-7460　
(内線： 515)

http://www.kanno.ac.jp
/kamatahoiku/

蒲田保育専門学
校

【選択】教育内容の充実「現場実
技充実講座」

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
ように講習します。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、いろいろ作品の演じ方を講習します。
②子ども達は、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。小さな時に生き生きと遊びながら学ぶことは、将来、
生きる力となって現れてくると確信しています。

竹内　エリカ（日本キッズコーチング協会　理事
長）
古宇田　亮順（元淑徳短期大学通信教育課程
講師）

東京都大田区 6時間 令和2年8月20日 教諭
幼稚園教諭（小
学校教諭可）

8,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月19日

令02-
40009-
504236号

03-3741-7460　
(内線： 515)

http://www.kanno.ac.jp
/kamatahoiku/

いわき市教育委
員会

【選択】授業力向上講座　小学校
国語

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

黒津　牧花（いわき市総合教育センター指導主
事）

福島県いわき
市

6時間 令和2年7月30日 教諭 小学校教諭向け 0円 45人

令和2年4月6日～
令和2年4月13日

(備考　いわき市立小学
校教職員対象のため、
一般募集は行わない)

令02-
50141-
504278号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】授業力向上講座　小学校
社会

学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するととも
に、小学校社会科教育の課題と改善点を分析する。また、
演習等を通して、小学校社会科に関する専門的な資質・能
力の向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、
今後の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

坂本　義仁（いわき市総合教育センター指導主
事）

福島県いわき
市

6時間 令和2年7月31日 教諭 小学校教諭向け 0円 40人

令和2年4月6日～
令和2年4月13日

(備考　いわき市立小学
校教職員対象のため、
一般募集は行わない)

令02-
50141-
504279号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】授業力向上講座　小学校
算数

学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するととも
に、小学校算数科教育の課題と改善点を分析する。また、
演習等を通して、小学校算数科に関する専門的な資質・能
力の向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、
今後の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

林　裕一（いわき市総合教育センター指導主事）
福島県いわき
市

6時間 令和2年8月5日 教諭 小学校教諭向け 0円 20人

令和2年4月6日～
令和2年4月13日

(備考　いわき市立小学
校教職員対象のため、
一般募集は行わない)

令02-
50141-
504280号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】授業力向上講座　小学校
理科

学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するととも
に、小学校理科教育の課題と改善点を分析する。また、演
習等を通して、小学校理科に関する専門的な資質・能力の
向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、今後
の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

宮内　憲司（いわき市総合教育センター研修調
査室長）

福島県いわき
市

6時間 令和2年8月6日 教諭 小学校教諭向け 0円 40人

令和2年4月6日～
令和2年4月13日

(備考　いわき市立小学
校教職員対象のため、
一般募集は行わない)

令02-
50141-
504281号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】授業力向上講座　中学校
国語

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

黒津　牧花（いわき市総合教育センター指導主
事）

福島県いわき
市

6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校国語科教

諭向け
0円 20人

令和2年4月6日～
令和2年4月13日

(備考　いわき市立中学
校教職員対象のため、
一般募集は行わない)

令02-
50141-
504282号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】授業力向上講座　中学校
社会

学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するととも
に、中学校社会科教育の課題と改善点を分析する。また、
演習等を通して、中学校社会科に関する専門的な資質・能
力の向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、
今後の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

坂本　義仁（いわき市総合教育センター指導主
事）

福島県いわき
市

6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校社会科教

諭向け
0円 20人

令和2年4月6日～
令和2年4月13日

(備考　いわき市立中学
校教職員対象のため、
一般募集は行わない)

令02-
50141-
504283号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P
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令和２年度(第２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

いわき市教育委
員会

【選択】授業力向上講座　中学校
数学

学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するととも
に、中学校数学科教育の課題と改善点を分析する。また、
演習等を通して、中学校数学科に関する専門的な資質・能
力の向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、
今後の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

林　裕一（いわき市総合教育センター指導主事）
福島県いわき
市

6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校数学科教

諭向け
0円 20人

令和2年4月6日～
令和2年4月13日

(備考　いわき市立中学
校教職員対象のため、
一般募集は行わない)

令02-
50141-
504284号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】授業力向上講座　中学校
理科

学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するととも
に、中学校理科教育の課題と改善点を分析する。また、演
習等を通して、中学校理科に関する専門的な資質・能力の
向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、今後
の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

宮内　憲司（いわき市総合教育センター研修調
査室長）

福島県いわき
市

6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校理科教諭

向け
0円 20人

令和2年4月6日～
令和2年4月13日

(備考　いわき市立中学
校教職員対象のため、
一般募集は行わない)

令02-
50141-
504285号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】授業力向上講座　中学校
英語

学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するととも
に、中学校英語科教育の課題と改善点を分析する。また、
演習等を通して、中学校英語科に関する専門的な資質・能
力の向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、
今後の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

鈴木　真由美（いわき市総合教育センター指導
主事）

福島県いわき
市

6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校英語科教

諭向け
0円 20人

令和2年4月6日～
令和2年4月13日

(備考　いわき市立中学
校教職員対象のため、
一般募集は行わない)

令02-
50141-
504286号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】発達障がい教育講座

ＬＤやＡＤＨＤ、自閉症スペクトラム等の発達障がいの概要
や特性について確認するとともに、発達障がいを有すると思
われる児童生徒の実態及びそれに対する支援策や校内体
制づくり、関係機関との効果的な連携等について理解を深
める。

橋本　勉（いわき市総合教育センター指導主事）
鈴木　賢一（いわき市総合教育センター指導主
事）

福島県いわき
市

6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭

向け
0円 50人

令和2年4月6日～
令和2年4月13日

(備考　いわき市立小中
学校教職員対象のた

め、一般募集は行わな
い)

令02-
50141-
504287号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】カウンセリング基礎講座

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

橋本　勉（いわき市総合教育センター指導主事）
黒津　牧花（いわき市総合教育センター指導主
事）

福島県いわき
市

6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭、

栄養教諭向け
0円 70人

令和2年4月6日～
令和2年4月13日

(備考　いわき市立小中
学校教職員対象のた

め、一般募集は行わな
い)

令02-
50141-
504288号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】児童生徒理解教育講座

教職員が連携して学校教育相談に取り組む必要性を理解
し、それぞれの立場から子どもたちを見つめ、より児童生徒
理解をするために、グループエンカウンターやQ-Uテストな
どを活用した児童生徒理解と学級経営についての研修を深
め、より実践的な指導力の向上を図る。

坂本　義仁（いわき市総合教育センター指導主
事）
橋本　勉（いわき市総合教育センター指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭、

栄養教諭向け
0円 70人

令和2年4月6日～
令和2年4月13日

(備考　いわき市立小中
学校教職員対象のた

め、一般募集は行わな
い)

令02-
50141-
504289号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】キャリア教育講座

児童生徒が「社会の仕組みや経済の働き」を正しく理解し、
主体的に社会で自立できる力を育むためのワークショップを
体験したり、キャリア教育の意義を理解したりすることを通し
て、キャリア教育推進のためのより一層の指導力の向上を
図る。

坂本　義仁（いわき市総合教育センター指導主
事）

福島県いわき
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校・中学校

教諭向け
0円 70人

令和2年4月6日～
令和2年4月13日

(備考　いわき市立小中
学校教職員対象のた

め、一般募集は行わな
い)

令02-
50141-
504290号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

茨城県教育委員
会

【選択】生徒指導

中堅教諭等〔前期〕資質向上研修の講座該当者のうち免許
状更新講習受講対象者に対して，広い視野から生徒指導
の今日的な課題について認識を深め，生徒指導の実践的
指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して，小
学校教員が生徒指導を推進していく上で必要な，問題行動
等への対応方法や，集団づくりの実践方法を学ぶ。

助川　仁史（茨城県教育研修センター　指導主
事）
倉持　浩（茨城県教育研修センター　指導主事）
熊澤　つむぎ（茨城県教育研修センター　指導
主事）

茨城県笠間市 6時間 令和2年5月29日 教諭

中堅教諭等[前
期]資質向上研修
を受講する小学

校教諭

0円 20人

令和2年3月16日～
令和2年4月17日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない。)

令02-
50150-
506045号

029-301-5274　
(内線： 5276)

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】生徒指導

中堅教諭等〔前期〕資質向上研修の講座該当者のうち免許
状更新講習受講対象者に対して，広い視野から生徒指導
の今日的な課題について認識を深め，生徒指導の実践的
指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して，中
学校教員が生徒指導を推進していく上で必要な，問題行動
等への対応方法や，集団づくりの実践方法を学ぶ。

助川　仁史（茨城県教育研修センター　指導主
事）
倉持　浩（茨城県教育研修センター　指導主事）
熊澤　つむぎ（茨城県教育研修センター　指導
主事）

茨城県笠間市 6時間 令和2年5月27日 教諭

中堅教諭等[前
期]資質向上研修
を受講する中学

校教諭

0円 20人

令和2年3月16日～
令和2年4月17日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない。)

令02-
50150-
506046号

029-301-5274　
(内線： 5276)

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html
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令和２年度(第２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

茨城県教育委員
会

【選択】生徒指導

中堅教諭等〔前期〕資質向上研修の講座該当者のうち免許
状更新講習受講対象者に対して，広い視野から生徒指導
の今日的な課題について認識を深め，生徒指導の実践的
指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して，高
等学校教員が生徒指導を推進していく上で必要な，問題行
動等への対応方法や，集団づくりの実践方法を学ぶ。

井上　宏孝（茨城県教育研修センター　指導主
事）
田中　淳子（茨城県教育研修センター　指導主
事）
平川　聡（茨城県教育研修センター　指導主事）
平田　勝（茨城県教育研修センター　指導主事）
熊澤　つむぎ（茨城県教育研修センター　指導
主事）
小出　岳夫（茨城県教育研修センター　指導主
事）
竹村　広治（茨城県教育研修センター　指導主
事）

茨城県笠間市 6時間 令和2年5月15日 教諭

中堅教諭等[前
期]資質向上研修
を受講する高等

学校教諭

0円 15人

令和2年3月16日～
令和2年4月17日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない。)

令02-
50150-
506047号

029-301-5274　
(内線： 5276)

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】生徒指導

中堅教諭等〔前期〕資質向上研修の講座該当者のうち免許
状更新講習受講対象者に対して，生徒指導上の今日的な
課題に関する研修を行い，実践的指導力の向上を図ること
をねらいとする。講義や演習などを通して，特別支援学校教
員が生徒指導を推進していく上で，児童生徒の特性に応じ
た個別の対応と支援の実際などを学ぶ。

平田　勝（茨城県教育研修センター　指導主事）
熊澤　つむぎ（茨城県教育研修センター　指導
主事）
平川　聡（茨城県教育研修センター　指導主事）

茨城県笠間市 6時間 令和2年6月26日 教諭

中堅教諭等[前
期]資質向上研修
を受講する特別
支援学校教諭

0円 5人

令和2年3月16日～
令和2年4月17日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない。)

令02-
50150-
506048号

029-301-5274　
(内線： 5276)

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】生徒指導

中堅養護教諭〔前期〕資質向上研修の講座該当者のうち免
許状更新講習受講対象者に対して，生徒指導上の今日的
な課題に関する研修を行い，実践的指導力の向上を図るこ
とをねらいとする。講義や演習を通して，養護教諭の職務の
特質や保健室の機能を生かした心理的援助の方法などを
学ぶ。

亀崎　路子（杏林大学　保健学部教授）
田村　勝（茨城県教育研修センター　指導主事）

茨城県笠間市 6時間 令和2年9月9日
養護教

諭

中堅教諭等[前
期]資質向上研修
を受講する養護

教諭

0円 5人

令和2年3月16日～
令和2年4月17日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない。)

令02-
50150-
506049号

029-301-5274　
(内線： 5276)

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】生徒指導

中堅栄養教諭〔前期〕資質向上研修の講座該当者のうち免
許状更新講習受講対象者に対して，生徒指導上の今日的
な課題に関する研修を行い，実践的指導力の向上を図るこ
とをねらいとする。講義や演習，研究協議を通して，栄養教
諭が生徒指導を推進していく上で必要な教育相談の視点を
踏まえた，児童生徒の特性に応じた個別の対応と支援の実
際などを学ぶ。

中村　美智子（茨城県教育研修センター　指導
主事）
木塚　範昭（茨城県教育研修センター　指導主
事）

茨城県笠間市 6時間 令和2年6月5日
栄養教

諭

中堅教諭等[前
期]資質向上研修
を受講する栄養

教諭

0円 5人

令和2年3月16日～
令和2年4月17日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない。)

令02-
50150-
506050号

029-301-5274　
(内線： 5276)

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】生徒指導

中堅教諭等〔後期〕資質向上研修の講座該当者のうち免許
状更新講習受講対象者に対して，広い視野から生徒指導
の今日的な課題について認識を深め，生徒指導の実践的
指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して，小
学校教員が生徒指導を推進していく上で必要な法規等への
理解を深める。また，演習を通して，保護者対応の在り方に
ついて学んだり，児童の自尊感情を高めるための関わり方
について学んだりする。

井上　宏孝（茨城県教育研修センター　指導主
事）
遠藤　弘太郎（茨城県教育研修センター　指導
主事）
倉持　浩（茨城県教育研修センター　指導主事）
助川　仁史（茨城県教育研修センター　指導主
事）
田中　淳子（茨城県教育研修センター　指導主
事）

茨城県笠間市 6時間 令和2年9月29日 教諭

中堅教諭等[後
期]資質向上研修
を受講する小学

校教諭

0円 20人

令和2年3月16日～
令和2年4月17日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない。)

令02-
50150-
506051号

029-301-5274　
(内線： 5276)

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】生徒指導

中堅教諭等〔後期〕資質向上研修の講座該当者のうち免許
状更新講習受講対象者に対して，広い視野から生徒指導
の今日的な課題について認識を深め，生徒指導の実践的
指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して，中
学校教員が生徒指導を推進していく上で必要な法規等への
理解を深める。また，演習を通して，保護者対応の在り方に
ついて学んだり，生徒の自尊感情を高めるための関わり方
について学んだりする。

井上　宏孝（茨城県教育研修センター　指導主
事）
遠藤　弘太郎（茨城県教育研修センター　指導
主事）
倉持　浩（茨城県教育研修センター　指導主事）
助川　仁史（茨城県教育研修センター　指導主
事）
田中　淳子（茨城県教育研修センター　指導主
事）

茨城県笠間市 6時間 令和2年9月17日 教諭

中堅教諭等[後
期]資質向上研修
を受講する中学

校教諭

0円 20人

令和2年3月16日～
令和2年4月17日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない。)

令02-
50150-
506052号

029-301-5274　
(内線： 5276)

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】生徒指導

中堅教諭等〔後期〕資質向上研修の講座該当者のうち免許
状更新講習受講対象者に対して，広い視野から生徒指導
の今日的な課題について認識を深め，生徒指導の実践的
指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して，高
等学校教員が生徒指導を推進していく上で必要な法規等へ
の理解を深める。また，演習を通して，保護者対応の在り方
について学んだり，生徒の自尊感情を高めるための関わり
方について学んだりする。

井上　宏孝（茨城県教育研修センター　指導主
事）
遠藤　弘太郎（茨城県教育研修センター　指導
主事）
倉持　浩（茨城県教育研修センター　指導主事）
助川　仁史（茨城県教育研修センター　指導主
事）
田中　淳子（茨城県教育研修センター　指導主
事）

茨城県笠間市 6時間 令和2年9月23日 教諭

中堅教諭等[後
期]資質向上研修
を受講する高等

学校教諭

0円 15人

令和2年3月16日～
令和2年4月17日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない。)

令02-
50150-
506053号

029-301-5274　
(内線： 5276)

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html
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令和２年度(第２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

茨城県教育委員
会

【選択】生徒指導

中堅養護教諭〔後期〕資質向上研修の講座該当者のうち免
許状更新講習受講対象者に対して，広い視野から生徒指
導の今日的な課題について認識を深め，生徒指導の実践
的指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して，
養護教諭が生徒指導を推進していく上で必要な法規等への
理解を深める。また，演習を通して，保護者対応の在り方に
ついて学んだり，児童生徒の自尊感情を高めるための関わ
り方について学んだりする。

井上　宏孝（茨城県教育研修センター　指導主
事）
遠藤　弘太郎（茨城県教育研修センター　指導
主事）
倉持　浩（茨城県教育研修センター　指導主事）
助川　仁史（茨城県教育研修センター　指導主
事）
田中　淳子（茨城県教育研修センター　指導主
事）

茨城県笠間市 6時間 令和2年9月29日
養護教

諭

中堅教諭等[後
期]資質向上研修
を受講する養護

教諭

0円 5人

令和2年3月16日～
令和2年4月17日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない。)

令02-
50150-
506054号

029-301-5274　
(内線： 5276)

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】生徒指導

中堅栄養教諭〔後期〕資質向上研修の講座該当者のうち免
許状更新講習受講対象者に対して，広い視野から生徒指
導の今日的な課題について認識を深め，生徒指導の実践
的指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して，
栄養教諭が生徒指導を推進していく上で必要な法規等への
理解を深める。また，演習を通して，保護者対応の在り方に
ついて学んだり，児童生徒の自尊感情を高めるための関わ
り方について学んだりする。

井上　宏孝（茨城県教育研修センター　指導主
事）
遠藤　弘太郎（茨城県教育研修センター　指導
主事）
倉持　浩（茨城県教育研修センター　指導主事）
助川　仁史（茨城県教育研修センター　指導主
事）
田中　淳子（茨城県教育研修センター　指導主
事）

茨城県笠間市 6時間 令和2年9月29日
栄養教

諭

中堅教諭等[後
期]資質向上研修
を受講する栄養

教諭

0円 5人

令和2年3月16日～
令和2年4月17日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない。)

令02-
50150-
506055号

029-301-5274　
(内線： 5276)

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】生徒指導

中堅教諭等〔後期〕資質向上研修の講座該当者のうち免許
状更新講習受講対象者に対して，教育相談に関する今日
的な課題に関する研修を行い，実践的指導力の向上を図る
ことをねらいとする。講義や演習などを通して，特別支援学
校教員が教育相談を推進していく上で教育相談の視点を踏
まえた保護者との連携や，児童生徒や保護者との個別面談
の基本などを学ぶ。

平田　勝（茨城県教育研修センター　指導主事）
井上　宏孝（茨城県教育研修センター　指導主
事）

茨城県笠間市 6時間 令和2年9月8日 教諭

中堅教諭等[後
期]資質向上研修
を受講する特別
支援学校教諭

0円 5人

令和2年3月16日～
令和2年4月17日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない。)

令02-
50150-
506056号

029-301-5274　
(内線： 5276)

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

栃木県教育委員
会

【選択】幼児教育に関する研修

中堅幼稚園教諭等資質向上研修の受講該当者のうち免許
状更新講習受講対象者に対して、幼児教育の今日的課題
への理解を深めるとともに対応する力を高め、中堅としての
役割を果たせる指導力を養うことをねらいとする。講話や演
習を通して、幼児期における特別支援教育の理念を踏まえ
た指導の充実と園内体制の在り方や、園における子育ての
支援の取組について学ぶ。

前原　由紀（栃木県総合教育センター幼児教育
部副主幹）
黒川　貴広（栃木県総合教育センター幼児教育
部指導主事）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月25日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
0円 50人

令和2年3月16日～
令和2年6月12日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん。)

令02-
50170-
505471号

028-623-3360
http://www.pref.tochigi.
lg.jp/kyouiku/index.html

栃木県教育委員
会

【選択】発達障害のある子どもの
教育支援研修

中堅教諭等資質向上研修の受講該当者のうち免許状更新
講習受講対象者に対して、特別支援教育について理解を深
め、その充実に資するよう、発達障害のある児童生徒への
実践的な指導力の向上を図ることをねらいとする。講話や実
践発表を通して、通常の学級における特別支援教育の在り
方や、発達障害のある児童生徒への指導・支援を行う上で
必要な視点等について学ぶ。

司城　記代美（宇都宮大学　教育学部准教授）
岩崎　美香（特別支援教育室指導主事）
細井　三知代（栃木県総合教育センター教育相
談部指導主事）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年9月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、特別
支援学校の教

諭、養護教諭、栄
養教諭

0円 100人

令和2年4月27日～
令和2年6月12日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん。)

令02-
50170-
505472号

028-623-3360
http://www.pref.tochigi.
lg.jp/kyouiku/index.html

栃木県教育委員
会

【選択】授業研究活性化プログラ
ム

中堅教諭等資質向上研修の受講該当者のうち免許状更新
講習受講対象者に対して、主体的・対話的で深い学びの視
点からの授業改善に資するよう、授業研究の意義や効果的
な進め方を理解することをねらいとする。講話・演習を通し
て、具体的な授業の検討を行い、学び手感覚を働かせなが
ら子どもの変容を見取る手立て等について学ぶ。

松本　敏（宇都宮大学　大学院教育学研究科教
授）
五月女　穣（栃木県総合教育センター研究調査
部副主幹）
飯塚　久宣（栃木県総合教育センター研修部指
導主事）
福田　俊彦（栃木県総合教育センター研修部指
導主事）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月3日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭

0円 60人

令和2年4月27日～
令和2年6月12日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん。)

令02-
50170-
505473号

028-623-3360
http://www.pref.tochigi.
lg.jp/kyouiku/index.html
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令和２年度(第２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

長野県教育委員
会

【選択】キャリアアップ研修Ⅰ

自ら学び続ける教員として、これまでの５年間を振り返りな
がら、これからの見通しをもつために、自己課題を明確にす
るオリエンテーション及び演習を実施する。また、５年目を迎
える教員として、生徒指導の意義と課題の理解を深める講
義・演習を実施する。さらに、非違行為について、自分のこと
としてとらえ、原因と対策について考えを深めるために、講
義・演習を実施する。

山﨑　保寿（松本大学　教職センター長・教授）
臼井　伸明（長野県総合教育センター主幹指導
主事兼生徒指導・特別支援教育部長）
宮下　正史（長野県総合教育センター教職教育
部専門主事）
岡田　泰輔（長野県総合教育センター教職教育
部専門主事）
小田切　優美（保健厚生課保健・安全係指導主
事）
三井　将志（保健厚生課保健・安全係指導主
事）
高橋　和子（保健厚生課学校給食係指導主事）
永田　寛尚（特別支援教育課指導係主任指導
主事）
今井　友陛（特別支援教育課指導係指導主事）
下條　拓也（学びの改革支援課義務教育指導
係指導主事）

長野県塩尻市 6時間 令和2年5月21日
教諭

養護教
諭

長野県教育委員
会が実施する

「キャリアアップ研
修Ⅰ」の対象者

0円 100人

令和2年4月9日～
令和2年4月22日

(備考　基本研修として
実施のため、一般募集

は行わない。)

令02-
50390-
504173号

026-235-7434　
(内線： 4388)

http://www.edu-
ctr.pref.nagano.jp/

長野県教育委員
会

【選択】キャリアアップ研修Ⅰ

自ら学び続ける教員として、これまでの５年間を振り返りな
がら、これからの見通しをもつために、自己課題を明確にす
るオリエンテーション及び演習を実施する。また、５年目を迎
える教員として、生徒指導の意義と課題の理解を深める講
義・演習を実施する。さらに、非違行為について、自分のこと
としてとらえ、原因と対策について考えを深めるために、講
義・演習を実施する。

山﨑　保寿（松本大学　教職センター長・教授）
臼井　伸明（長野県総合教育センター主幹指導
主事兼生徒指導・特別支援教育部長）
宮下　正史（長野県総合教育センター教職教育
部専門主事）
岡田　泰輔（長野県総合教育センター教職教育
部専門主事）
小田切　優美（保健厚生課保健・安全係指導主
事）
三井　将志（保健厚生課保健・安全係指導主
事）
高橋　和子（保健厚生課学校給食係指導主事）
永田　寛尚（特別支援教育課指導係主任指導
主事）
今井　友陛（特別支援教育課指導係指導主事）
下條　拓也（学びの改革支援課義務教育指導
係指導主事）

長野県塩尻市 6時間 令和2年5月22日
教諭

養護教
諭

長野県教育委員
会が実施する

「キャリアアップ研
修Ⅰ」の対象者

0円 100人

令和2年4月9日～
令和2年4月22日

(備考　基本研修として
実施のため、一般募集

は行わない。)

令02-
50390-
504174号

026-235-7434　
(内線： 4388)

http://www.edu-
ctr.pref.nagano.jp/

長野県教育委員
会

【選択】キャリアアップ研修Ⅱ

自ら学び続ける教員として、これまでの10年間を振り返りな
がら、これからの見通しをもつために、自己課題を明確にす
るオリエンテーション及び演習を実施する。また、長野県の
教育課題について理解し、自身の研修内容との関連を確認
するために、地域連携にかかわる講義を実施する。さらに、
非違行為について、自分のこととしてとらえ、原因と対策に
ついて考えを深めるために、講義・演習を実施する。

榊原　禎宏（京都教育大学　教育学部教授）
池口　拓（文化財・生涯学習課生涯学習係指導
主事）
宮下　正史（長野県総合教育センター教職教育
部専門主事）
岡田　泰輔（長野県総合教育センター教職教育
部専門主事）
向井　真弓（長野県総合教育センター教職教育
部専門主事）
小田切　優美（保健厚生課保健・安全係指導主
事）
佐藤　知子（保健厚生課保健・安全係指導主
事）
高橋　和子（保健厚生課学校給食係指導主事）
小林　里恵子（長野県総合教育センター生徒指
導・特別支援教育部専門主事）
永田　寛尚（特別支援教育課主任指導主事）
三井　将志（保健厚生課保健・安全係指導主
事）
齋藤　善治（保健厚生課保健・安全係指導主
事）

長野県塩尻市 6時間 令和2年5月14日
教諭

養護教
諭

長野県教育委員
会が実施する

「キャリアアップ研
修Ⅱ」の対象者

0円 100人

令和2年4月9日～
令和2年4月22日

(備考　基本研修として
実施のため、一般募集

は行わない。)

令02-
50390-
504175号

026-235-7434　
(内線： 4388)

http://www.edu-
ctr.pref.nagano.jp/
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令和２年度(第２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

長野県教育委員
会

【選択】キャリアアップ研修Ⅱ

自ら学び続ける教員として、これまでの10年間を振り返りな
がら、これからの見通しをもつために、自己課題を明確にす
るオリエンテーション及び演習を実施する。また、長野県の
教育課題について理解し、自身の研修内容との関連を確認
するために、地域連携にかかわる講義を実施する。さらに、
非違行為について、自分のこととしてとらえ、原因と対策に
ついて考えを深めるために、講義・演習を実施する。

榊原　禎宏（京都教育大学　教育学部教授）
池口　拓（文化財・生涯学習課生涯学習係指導
主事）
宮下　正史（長野県総合教育センター教職教育
部専門主事）
岡田　泰輔（長野県総合教育センター教職教育
部専門主事）
向井　真弓（長野県総合教育センター教職教育
部専門主事）
小田切　優美（保健厚生課保健・安全係指導主
事）
佐藤　知子（保健厚生課保健・安全係指導主
事）
高橋　和子（保健厚生課学校給食係指導主事）
小林　里恵子（長野県総合教育センター生徒指
導・特別支援教育部専門主事）
永田　寛尚（特別支援教育課主任指導主事）
三井　将志（保健厚生課保健・安全係指導主
事）
齋藤　善治（保健厚生課保健・安全係指導主
事）

長野県塩尻市 6時間 令和2年5月15日
教諭

養護教
諭

長野県教育委員
会が実施する

「キャリアアップ研
修Ⅱ」の対象者

0円 100人

令和2年4月9日～
令和2年4月22日

(備考　基本研修として
実施のため、一般募集

は行わない。)

令02-
50390-
504176号

026-235-7434　
(内線： 4388)

http://www.edu-
ctr.pref.nagano.jp/

長野県教育委員
会

【選択】キャリアアップ研修Ⅲ

長野県の教員を対象に、長野県の教育課題を確認しなが
ら、これまでの自己実践を振り返ることを通して、教員として
の在り方や今後のキャリアアップについて考える。また、学
校組織マネジメントの基礎知識や学校危機管理の在り方を
学ぶとともに、コンプライアンスの意識を高め、セルフマネジ
メントを行うことの必要性を学ぶ。

佐藤　晴雄（日本大学　文理学部教育学科教
授）
曽根原　好彦（学びの改革支援課教育主幹兼
義務教育指導係長）
斉藤　則章（学びの改革支援課教育幹兼高校
教育指導係長）
持田　貴康（心の支援課教育主幹兼生徒指導
係長）
臼井　伸明（長野県総合教育センター主幹指導
主事兼生徒指導・特別支援教育部長）
佐久間　啓史（学びの改革支援課高校教育指
導係指導主事）
下條　拓也（学びの改革支援課義務教育指導
係指導主事）

長野県塩尻市 6時間 令和2年8月29日
教諭

養護教
諭

長野県教育委員
会が実施する

「キャリアアップ研
修Ⅲ」の対象者

0円 100人

令和2年4月9日～
令和2年4月22日

(備考　基本研修として
実施のため、一般募集

は行わない)

令02-
50390-
504177号

026-235-7434　
(内線： 4388)

http://www.edu-
ctr.pref.nagano.jp/

長野県教育委員
会

【選択】キャリアアップ研修Ⅲ

長野県の教員を対象に、長野県の教育課題を確認しなが
ら、これまでの自己実践を振り返ることを通して、教員として
の在り方や今後のキャリアアップについて考える。また、学
校組織マネジメントの基礎知識や学校危機管理の在り方を
学ぶとともに、コンプライアンスの意識を高め、セルフマネジ
メントを行うことの必要性を学ぶ。

佐藤　晴雄（日本大学　文理学部教育学科教
授）
曽根原　好彦（学びの改革支援課教育主幹兼
義務教育指導係長）
斉藤　則章（学びの改革支援課教育幹兼高校
教育指導係長）
持田　貴康（心の支援課教育主幹兼生徒指導
係長）
臼井　伸明（長野県総合教育センター主幹指導
主事兼生徒指導・特別支援教育部長）
佐久間　啓史（学びの改革支援課高校教育指
導係指導主事）
下條　拓也（学びの改革支援課義務教育指導
係指導主事）

長野県塩尻市 6時間 令和2年8月30日
教諭

養護教
諭

長野県教育委員
会が実施する

「キャリアアップ研
修Ⅲ」の対象者

0円 100人

令和2年4月9日～
令和2年4月22日

(備考　基本研修として
実施のため、一般募集

は行わない)

令02-
50390-
504178号

026-235-7434　
(内線： 4388)

http://www.edu-
ctr.pref.nagano.jp/

長野県教育委員
会

【選択】キャリアアップ研修Ⅲ

長野県の教員を対象に、長野県の教育課題を確認しなが
ら、これまでの自己実践を振り返ることを通して、教員として
の在り方や今後のキャリアアップについて考える。また、学
校組織マネジメントの基礎知識や学校危機管理の在り方を
学ぶとともに、コンプライアンスの意識を高め、セルフマネジ
メントを行うことの必要性を学ぶ。

佐藤　晴雄（日本大学　文理学部教育学科教
授）
曽根原　好彦（学びの改革支援課教育主幹兼
義務教育指導係長）
臼井　伸明（長野県総合教育センター主幹指導
主事兼生徒指導・特別支援教育部長）
下條　拓也（学びの改革支援課義務教育指導
係指導主事）

長野県塩尻市 6時間 令和2年10月24日
教諭

養護教
諭

長野県教育委員
会が実施する

「キャリアアップ研
修Ⅲ」の対象者

0円 100人

令和2年4月9日～
令和2年4月22日

(備考　基本研修として
実施のため、一般募集

は行わない)

令02-
50390-
504179号

026-235-7434　
(内線： 4388)

http://www.edu-
ctr.pref.nagano.jp/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】幼稚園教育課程

幼稚園教育要領の趣旨や内容の理解を深め、教育課程の
適切な編成・実施に生かすことをねらいとしている。具体的
には、発達や学びの連続性及び幼稚園での生活と家庭など
での生活の連続性を確保し、計画的に環境を構成すること
を通じて、幼児の健やかな成長を促す指導の在り方を、講
義や演習を通して学ぶ。

長谷川　万恵（指導主事）
中村　輝美（岐阜教育事務所指導主事）
松本　郁子（西濃教育事務所指導主事）
加藤　健（美濃教育事務所指導主事）
吉田　孝博（可茂教育事務所指導主事）
郷田　賢（東濃教育事務所指導主事）
有志　智和（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県瑞穂市 6時間 令和2年8月3日 教諭
岐阜県内勤務幼

稚園教諭
1,800円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：4

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505148号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】幼稚園教育課程

幼稚園教育要領の趣旨や内容の理解を深め、教育課程の
適切な編成・実施に生かすことをねらいとしている。具体的
には、発達や学びの連続性及び幼稚園での生活と家庭など
での生活の連続性を確保し、計画的に環境を構成すること
を通じて、幼児の健やかな成長を促す指導の在り方を、講
義や演習を通して学ぶ。

長谷川　万恵（指導主事）
中村　輝美（岐阜教育事務所指導主事）
松本　郁子（西濃教育事務所指導主事）
加藤　健（美濃教育事務所指導主事）
吉田　孝博（可茂教育事務所指導主事）
郷田　賢（東濃教育事務所指導主事）
有志　智和（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務幼

稚園教諭
1,800円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：4

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505149号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】幼稚園教育課程

幼稚園教育要領の趣旨や内容の理解を深め、教育課程の
適切な編成・実施に生かすことをねらいとしている。具体的
には、発達や学びの連続性及び幼稚園での生活と家庭など
での生活の連続性を確保し、計画的に環境を構成すること
を通じて、幼児の健やかな成長を促す指導の在り方を、講
義や演習を通して学ぶ。

長谷川　万恵（指導主事）
中村　輝美（岐阜教育事務所指導主事）
松本　郁子（西濃教育事務所指導主事）
加藤　健（美濃教育事務所指導主事）
吉田　孝博（可茂教育事務所指導主事）
郷田　賢（東濃教育事務所指導主事）
有志　智和（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県美濃市 6時間 令和2年7月30日 教諭
岐阜県内勤務幼

稚園教諭
1,800円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：4

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505150号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、小学校段階における、言
葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で
正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠藤　由康（西濃教育事務所指導主事）
加藤　尚子（美濃教育事務所指導主事）
西門　純（美濃教育事務所指導主事）
馬場　雅也（可茂教育事務所指導主事）
加藤　充康（東濃教育事務所指導主事）
今井　則雄（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：4

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505151号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、小学校段階における、言
葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で
正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠藤　由康（西濃教育事務所指導主事）
加藤　尚子（美濃教育事務所指導主事）
西門　純（美濃教育事務所指導主事）
馬場　雅也（可茂教育事務所指導主事）
加藤　充康（東濃教育事務所指導主事）
今井　則雄（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：4

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505152号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、小学校段階における、言
葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で
正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠藤　由康（西濃教育事務所指導主事）
加藤　尚子（美濃教育事務所指導主事）
西門　純（美濃教育事務所指導主事）
馬場　雅也（可茂教育事務所指導主事）
加藤　充康（東濃教育事務所指導主事）
今井　則雄（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
八百津町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505153号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、小学校段階における、言
葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で
正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠藤　由康（西濃教育事務所指導主事）
加藤　尚子（美濃教育事務所指導主事）
西門　純（美濃教育事務所指導主事）
馬場　雅也（可茂教育事務所指導主事）
加藤　充康（東濃教育事務所指導主事）
今井　則雄（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月27日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505154号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、小学校段階における、言
葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で
正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠藤　由康（西濃教育事務所指導主事）
加藤　尚子（美濃教育事務所指導主事）
西門　純（美濃教育事務所指導主事）
馬場　雅也（可茂教育事務所指導主事）
加藤　充康（東濃教育事務所指導主事）
今井　則雄（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505155号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　社会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、社会的な見方・考え方を
働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、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
基礎を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や
演習を通して学ぶ。

小島　伊織（岐阜教育事務所指導主事）
井上　達也（西濃教育事務所指導主事）
山岡　篤史（可茂教育事務所指導主事）
大蔦　孝志（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県羽島市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505156号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　社会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、社会的な見方・考え方を
働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、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
基礎を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や
演習を通して学ぶ。

小島　伊織（岐阜教育事務所指導主事）
井上　達也（西濃教育事務所指導主事）
山岡　篤史（可茂教育事務所指導主事）
大蔦　孝志（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505157号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　社会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、社会的な見方・考え方を
働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、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
基礎を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や
演習を通して学ぶ。

小島　伊織（岐阜教育事務所指導主事）
井上　達也（西濃教育事務所指導主事）
山岡　篤史（可茂教育事務所指導主事）
大蔦　孝志（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
八百津町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505158号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　社会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、社会的な見方・考え方を
働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、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
基礎を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や
演習を通して学ぶ。

小島　伊織（岐阜教育事務所指導主事）
井上　達也（西濃教育事務所指導主事）
山岡　篤史（可茂教育事務所指導主事）
大蔦　孝志（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月27日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505159号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　社会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、社会的な見方・考え方を
働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、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
基礎を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や
演習を通して学ぶ。

小島　伊織（岐阜教育事務所指導主事）
井上　達也（西濃教育事務所指導主事）
山岡　篤史（可茂教育事務所指導主事）
大蔦　孝志（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505160号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　算数

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、数学的な見方・考え方を
働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を
育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を
通して学ぶ。

村松　まゆみ（西濃教育事務所指導主事）
長屋　和宏（美濃教育事務所指導主事）
板津　英史（美濃教育事務所指導主事）
畑中　裕史（可茂教育事務所指導主事）
大石　章生（東濃教育事務所指導主事）
水野　浩（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505161号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　算数

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、数学的な見方・考え方を
働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を
育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を
通して学ぶ。

村松　まゆみ（西濃教育事務所指導主事）
長屋　和宏（美濃教育事務所指導主事）
板津　英史（美濃教育事務所指導主事）
畑中　裕史（可茂教育事務所指導主事）
大石　章生（東濃教育事務所指導主事）
水野　浩（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505162号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　算数

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、数学的な見方・考え方を
働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を
育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を
通して学ぶ。

村松　まゆみ（西濃教育事務所指導主事）
長屋　和宏（美濃教育事務所指導主事）
板津　英史（美濃教育事務所指導主事）
畑中　裕史（可茂教育事務所指導主事）
大石　章生（東濃教育事務所指導主事）
水野　浩（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
八百津町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505163号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　算数

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、数学的な見方・考え方を
働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を
育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を
通して学ぶ。

村松　まゆみ（西濃教育事務所指導主事）
長屋　和宏（美濃教育事務所指導主事）
板津　英史（美濃教育事務所指導主事）
畑中　裕史（可茂教育事務所指導主事）
大石　章生（東濃教育事務所指導主事）
水野　浩（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月27日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505164号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　算数

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、数学的な見方・考え方を
働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を
育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を
通して学ぶ。

村松　まゆみ（西濃教育事務所指導主事）
長屋　和宏（美濃教育事務所指導主事）
板津　英史（美濃教育事務所指導主事）
畑中　裕史（可茂教育事務所指導主事）
大石　章生（東濃教育事務所指導主事）
水野　浩（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505165号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　理科

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、自然に親しみ、理科の見
方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うなどを
通して、自然の事物・現象についての問題を科学的に解決
するために必要な資質・能力を育成するための具体的な改
善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠山　唯史（岐阜教育事務所指導主事）
河合　政彦（西濃教育事務所指導主事）
武藤　大輔（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
石橋　信弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505166号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　理科

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、自然に親しみ、理科の見
方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うなどを
通して、自然の事物・現象についての問題を科学的に解決
するために必要な資質・能力を育成するための具体的な改
善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠山　唯史（岐阜教育事務所指導主事）
河合　政彦（西濃教育事務所指導主事）
武藤　大輔（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
石橋　信弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505167号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　理科

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、自然に親しみ、理科の見
方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うなどを
通して、自然の事物・現象についての問題を科学的に解決
するために必要な資質・能力を育成するための具体的な改
善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠山　唯史（岐阜教育事務所指導主事）
河合　政彦（西濃教育事務所指導主事）
武藤　大輔（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
石橋　信弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
八百津町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505168号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　理科

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、自然に親しみ、理科の見
方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うなどを
通して、自然の事物・現象についての問題を科学的に解決
するために必要な資質・能力を育成するための具体的な改
善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠山　唯史（岐阜教育事務所指導主事）
河合　政彦（西濃教育事務所指導主事）
武藤　大輔（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
石橋　信弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月27日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505169号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　理科

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、自然に親しみ、理科の見
方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うなどを
通して、自然の事物・現象についての問題を科学的に解決
するために必要な資質・能力を育成するための具体的な改
善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠山　唯史（岐阜教育事務所指導主事）
河合　政彦（西濃教育事務所指導主事）
武藤　大輔（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
石橋　信弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505170号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　生活

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、身近な生活に関わる見
方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしていくための資
質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

元田　美穂（指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505171号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　生活

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、身近な生活に関わる見
方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしていくための資
質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

元田　美穂（指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505172号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　生活

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、身近な生活に関わる見
方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしていくための資
質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

元田　美穂（指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
八百津町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505173号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　生活

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、身近な生活に関わる見
方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしていくための資
質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

元田　美穂（指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月27日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505174号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　生活

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、身近な生活に関わる見
方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしていくための資
質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

元田　美穂（指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505175号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　音楽

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、音楽的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の中の音や音楽と豊かに関わる資質・
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や
演習を通して学ぶ。

後藤　裕美（岐阜教育事務所指導主事）
西川　清恵（美濃教育事務所指導主事）
安藤　律子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505176号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　音楽

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、音楽的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の中の音や音楽と豊かに関わる資質・
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や
演習を通して学ぶ。

後藤　裕美（岐阜教育事務所指導主事）
西川　清恵（美濃教育事務所指導主事）
安藤　律子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505177号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　音楽

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、音楽的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の中の音や音楽と豊かに関わる資質・
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や
演習を通して学ぶ。

後藤　裕美（岐阜教育事務所指導主事）
西川　清恵（美濃教育事務所指導主事）
安藤　律子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
八百津町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505178号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　音楽

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、音楽的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の中の音や音楽と豊かに関わる資質・
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や
演習を通して学ぶ。

後藤　裕美（岐阜教育事務所指導主事）
西川　清恵（美濃教育事務所指導主事）
安藤　律子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月27日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505179号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　音楽

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、音楽的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の中の音や音楽と豊かに関わる資質・
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や
演習を通して学ぶ。

後藤　裕美（岐阜教育事務所指導主事）
西川　清恵（美濃教育事務所指導主事）
安藤　律子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505180号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　図画工
作

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、造形的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の形や色などと豊かに関わる資質・能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

笠嶋　誠（指導主事）
堀　栄治（可茂教育事務所指導主事）
清水　明彦（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505181号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　図画工
作

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、造形的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の形や色などと豊かに関わる資質・能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

笠嶋　誠（指導主事）
堀　栄治（可茂教育事務所指導主事）
清水　明彦（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505182号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　図画工
作

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、造形的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の形や色などと豊かに関わる資質・能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

笠嶋　誠（指導主事）
堀　栄治（可茂教育事務所指導主事）
清水　明彦（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
八百津町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505183号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　図画工
作

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、造形的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の形や色などと豊かに関わる資質・能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

笠嶋　誠（指導主事）
堀　栄治（可茂教育事務所指導主事）
清水　明彦（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月27日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505184号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　図画工
作

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、造形的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の形や色などと豊かに関わる資質・能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

笠嶋　誠（指導主事）
堀　栄治（可茂教育事務所指導主事）
清水　明彦（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505185号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　家庭

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、生活の営みに係る見方・
考え方を働かせ、衣食住などに関する実践的・体験的な活
動を通して、生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を育
成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通
して学ぶ。

谷口　敦哉（岐阜教育事務所指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
片山　達人（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県羽島市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505186号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

361 / 445 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　家庭

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、生活の営みに係る見方・
考え方を働かせ、衣食住などに関する実践的・体験的な活
動を通して、生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を育
成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通
して学ぶ。

谷口　敦哉（岐阜教育事務所指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
片山　達人（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505187号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　家庭

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、生活の営みに係る見方・
考え方を働かせ、衣食住などに関する実践的・体験的な活
動を通して、生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を育
成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通
して学ぶ。

谷口　敦哉（岐阜教育事務所指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
片山　達人（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
八百津町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505188号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　家庭

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、生活の営みに係る見方・
考え方を働かせ、衣食住などに関する実践的・体験的な活
動を通して、生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を育
成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通
して学ぶ。

谷口　敦哉（岐阜教育事務所指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
片山　達人（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月27日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505189号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　家庭

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、生活の営みに係る見方・
考え方を働かせ、衣食住などに関する実践的・体験的な活
動を通して、生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を育
成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通
して学ぶ。

谷口　敦哉（岐阜教育事務所指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
片山　達人（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505190号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　体育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、体育や保健の見方・考え
方を働かせ、課題を見付け、その解決に向けた学習過程を
通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健
康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資
質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

鹿野　考史（岐阜教育事務所指導主事）
永瀬　直哉（西濃教育事務所指導主事）
田島　学（可茂教育事務所指導主事）
渡邉　慶彦（東濃教育事務所指導主事）
加納　聡（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505191号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　体育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、体育や保健の見方・考え
方を働かせ、課題を見付け、その解決に向けた学習過程を
通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健
康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資
質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

鹿野　考史（岐阜教育事務所指導主事）
永瀬　直哉（西濃教育事務所指導主事）
田島　学（可茂教育事務所指導主事）
渡邉　慶彦（東濃教育事務所指導主事）
加納　聡（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505192号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　体育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、体育や保健の見方・考え
方を働かせ、課題を見付け、その解決に向けた学習過程を
通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健
康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資
質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

鹿野　考史（岐阜教育事務所指導主事）
永瀬　直哉（西濃教育事務所指導主事）
田島　学（可茂教育事務所指導主事）
渡邉　慶彦（東濃教育事務所指導主事）
加納　聡（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
八百津町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505193号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　体育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、体育や保健の見方・考え
方を働かせ、課題を見付け、その解決に向けた学習過程を
通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健
康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資
質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

鹿野　考史（岐阜教育事務所指導主事）
永瀬　直哉（西濃教育事務所指導主事）
田島　学（可茂教育事務所指導主事）
渡邉　慶彦（東濃教育事務所指導主事）
加納　聡（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月27日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505194号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　体育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、体育や保健の見方・考え
方を働かせ、課題を見付け、その解決に向けた学習過程を
通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健
康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資
質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義や演
習を通して学ぶ。

鹿野　考史（岐阜教育事務所指導主事）
永瀬　直哉（西濃教育事務所指導主事）
田島　学（可茂教育事務所指導主事）
渡邉　慶彦（東濃教育事務所指導主事）
加納　聡（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505195号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　外国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、外国語によるコミュニケー
ションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこ
と、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、コミュ
ニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

平工　雅之（岐阜教育事務所指導主事）
岸　貴彦（西濃教育事務所指導主事）
宇佐美　雅子（美濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）
間宮　弘介（東濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）

岐阜県羽島市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505196号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　外国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、外国語によるコミュニケー
ションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこ
と、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、コミュ
ニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

平工　雅之（岐阜教育事務所指導主事）
岸　貴彦（西濃教育事務所指導主事）
宇佐美　雅子（美濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）
間宮　弘介（東濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505197号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　外国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、外国語によるコミュニケー
ションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこ
と、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、コミュ
ニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

平工　雅之（岐阜教育事務所指導主事）
岸　貴彦（西濃教育事務所指導主事）
宇佐美　雅子（美濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）
間宮　弘介（東濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
八百津町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505198号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　外国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、外国語によるコミュニケー
ションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこ
と、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、コミュ
ニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

平工　雅之（岐阜教育事務所指導主事）
岸　貴彦（西濃教育事務所指導主事）
宇佐美　雅子（美濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）
間宮　弘介（東濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月27日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505199号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　外国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、外国語によるコミュニケー
ションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこ
と、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、コミュ
ニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

平工　雅之（岐阜教育事務所指導主事）
岸　貴彦（西濃教育事務所指導主事）
宇佐美　雅子（美濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）
間宮　弘介（東濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505200号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　特別支
援教育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、障がいのある児童に対し
て、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高
め、生活上及び学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

松本　郁子（岐阜教育事務所指導主事）
中村　輝美（西濃教育事務所指導主事）
吉田　孝博（可茂教育事務所指導主事）
郷田　賢（東濃教育事務所指導主事）
有志　智和（飛騨教育事務所指導主事）
加藤　健（美濃教育事務所指導主事）

岐阜県羽島市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505201号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　特別支
援教育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、障がいのある児童に対し
て、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高
め、生活上及び学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

松本　郁子（岐阜教育事務所指導主事）
中村　輝美（西濃教育事務所指導主事）
吉田　孝博（可茂教育事務所指導主事）
郷田　賢（東濃教育事務所指導主事）
有志　智和（飛騨教育事務所指導主事）
加藤　健（美濃教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505202号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　特別支
援教育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、障がいのある児童に対し
て、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高
め、生活上及び学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

松本　郁子（岐阜教育事務所指導主事）
中村　輝美（西濃教育事務所指導主事）
吉田　孝博（可茂教育事務所指導主事）
郷田　賢（東濃教育事務所指導主事）
有志　智和（飛騨教育事務所指導主事）
加藤　健（美濃教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
八百津町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505203号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　特別支
援教育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、障がいのある児童に対し
て、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高
め、生活上及び学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

松本　郁子（岐阜教育事務所指導主事）
中村　輝美（西濃教育事務所指導主事）
吉田　孝博（可茂教育事務所指導主事）
郷田　賢（東濃教育事務所指導主事）
有志　智和（飛騨教育事務所指導主事）
加藤　健（美濃教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月27日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505204号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】小学校教育課程　特別支
援教育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
小学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、障がいのある児童に対し
て、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高
め、生活上及び学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

松本　郁子（岐阜教育事務所指導主事）
中村　輝美（西濃教育事務所指導主事）
吉田　孝博（可茂教育事務所指導主事）
郷田　賢（東濃教育事務所指導主事）
有志　智和（飛騨教育事務所指導主事）
加藤　健（美濃教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務小

学校教諭
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505205号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、中学校段階における、言
葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で
正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠藤　由康（西濃教育事務所指導主事）
加藤　尚子（美濃教育事務所指導主事）
西門　純（美濃教育事務所指導主事）
馬場　雅也（可茂教育事務所指導主事）
加藤　充康（東濃教育事務所指導主事）
今井　則雄（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 令和2年7月30日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（国語）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505206号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、中学校段階における、言
葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で
正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠藤　由康（西濃教育事務所指導主事）
加藤　尚子（美濃教育事務所指導主事）
西門　純（美濃教育事務所指導主事）
馬場　雅也（可茂教育事務所指導主事）
加藤　充康（東濃教育事務所指導主事）
今井　則雄（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県養老郡
養老町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（国語）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505207号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、中学校段階における、言
葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で
正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠藤　由康（西濃教育事務所指導主事）
加藤　尚子（美濃教育事務所指導主事）
西門　純（美濃教育事務所指導主事）
馬場　雅也（可茂教育事務所指導主事）
加藤　充康（東濃教育事務所指導主事）
今井　則雄（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県関市 6時間 令和2年7月31日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（国語）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505208号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、中学校段階における、言
葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で
正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠藤　由康（西濃教育事務所指導主事）
加藤　尚子（美濃教育事務所指導主事）
西門　純（美濃教育事務所指導主事）
馬場　雅也（可茂教育事務所指導主事）
加藤　充康（東濃教育事務所指導主事）
今井　則雄（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（国語）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505209号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、中学校段階における、言
葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で
正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠藤　由康（西濃教育事務所指導主事）
加藤　尚子（美濃教育事務所指導主事）
西門　純（美濃教育事務所指導主事）
馬場　雅也（可茂教育事務所指導主事）
加藤　充康（東濃教育事務所指導主事）
今井　則雄（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（国語）

1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505210号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　社会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、社会的な見方・考え方を
働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、広
い視野に立ち、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ための具体的な改善内容
や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

小島　伊織（岐阜教育事務所指導主事）
井上　達也（西濃教育事務所指導主事）
山岡　篤史（加茂教育事務所指導主事）
大蔦　孝志（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 令和2年7月30日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（社会）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505211号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　社会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、社会的な見方・考え方を
働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、広
い視野に立ち、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ための具体的な改善内容
や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

小島　伊織（岐阜教育事務所指導主事）
井上　達也（西濃教育事務所指導主事）
山岡　篤史（加茂教育事務所指導主事）
大蔦　孝志（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県養老郡
養老町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（社会）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505212号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　社会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、社会的な見方・考え方を
働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、広
い視野に立ち、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ための具体的な改善内容
や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

小島　伊織（岐阜教育事務所指導主事）
井上　達也（西濃教育事務所指導主事）
山岡　篤史（加茂教育事務所指導主事）
大蔦　孝志（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県関市 6時間 令和2年7月31日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（社会）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505213号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　社会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、社会的な見方・考え方を
働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、広
い視野に立ち、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ための具体的な改善内容
や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

小島　伊織（岐阜教育事務所指導主事）
井上　達也（西濃教育事務所指導主事）
山岡　篤史（加茂教育事務所指導主事）
大蔦　孝志（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（社会）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505214号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　社会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、社会的な見方・考え方を
働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、広
い視野に立ち、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ための具体的な改善内容
や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

小島　伊織（岐阜教育事務所指導主事）
井上　達也（西濃教育事務所指導主事）
山岡　篤史（加茂教育事務所指導主事）
大蔦　孝志（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（社会）

1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505215号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　数学

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、数学的な見方・考え方を
働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を
育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を
通して学ぶ。

村松　まゆみ（西濃教育事務所指導主事）
長屋　和宏（美濃教育事務所指導主事）
板津　英史（美濃教育事務所指導主事）
畑中　裕史（可茂教育事務所指導主事）
大石　章生（東濃教育事務所指導主事）
水野　浩（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 令和2年7月30日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（数学）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505216号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　数学

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、数学的な見方・考え方を
働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を
育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を
通して学ぶ。

村松　まゆみ（西濃教育事務所指導主事）
長屋　和宏（美濃教育事務所指導主事）
板津　英史（美濃教育事務所指導主事）
畑中　裕史（可茂教育事務所指導主事）
大石　章生（東濃教育事務所指導主事）
水野　浩（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県養老郡
養老町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（数学）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505217号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　数学

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、数学的な見方・考え方を
働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を
育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を
通して学ぶ。

村松　まゆみ（西濃教育事務所指導主事）
長屋　和宏（美濃教育事務所指導主事）
板津　英史（美濃教育事務所指導主事）
畑中　裕史（可茂教育事務所指導主事）
大石　章生（東濃教育事務所指導主事）
水野　浩（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県関市 6時間 令和2年7月31日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（数学）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505218号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　数学

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、数学的な見方・考え方を
働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を
育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を
通して学ぶ。

村松　まゆみ（西濃教育事務所指導主事）
長屋　和宏（美濃教育事務所指導主事）
板津　英史（美濃教育事務所指導主事）
畑中　裕史（可茂教育事務所指導主事）
大石　章生（東濃教育事務所指導主事）
水野　浩（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（数学）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505219号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　数学

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、数学的な見方・考え方を
働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を
育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を
通して学ぶ。

村松　まゆみ（西濃教育事務所指導主事）
長屋　和宏（美濃教育事務所指導主事）
板津　英史（美濃教育事務所指導主事）
畑中　裕史（可茂教育事務所指導主事）
大石　章生（東濃教育事務所指導主事）
水野　浩（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（数学）

1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505220号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　理科

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、自然の事物・現象に関わ
り、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実
験を行うなどを通して、自然の事物・現象を科学的に探究す
るために必要な資質・能力を育成するための具体的な内容
や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠山　唯史（岐阜教育事務所指導主事）
河合　政彦（西濃教育事務所指導主事）
武藤　大輔（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
石橋　信弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 令和2年7月30日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（理科）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505221号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　理科

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、自然の事物・現象に関わ
り、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実
験を行うなどを通して、自然の事物・現象を科学的に探究す
るために必要な資質・能力を育成するための具体的な内容
や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠山　唯史（岐阜教育事務所指導主事）
河合　政彦（西濃教育事務所指導主事）
武藤　大輔（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
石橋　信弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県養老郡
養老町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（理科）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505222号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　理科

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、自然の事物・現象に関わ
り、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実
験を行うなどを通して、自然の事物・現象を科学的に探究す
るために必要な資質・能力を育成するための具体的な内容
や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠山　唯史（岐阜教育事務所指導主事）
河合　政彦（西濃教育事務所指導主事）
武藤　大輔（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
石橋　信弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県関市 6時間 令和2年7月31日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（理科）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505223号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　理科

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、自然の事物・現象に関わ
り、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実
験を行うなどを通して、自然の事物・現象を科学的に探究す
るために必要な資質・能力を育成するための具体的な内容
や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠山　唯史（岐阜教育事務所指導主事）
河合　政彦（西濃教育事務所指導主事）
武藤　大輔（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
石橋　信弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（理科）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505224号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　理科

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、自然の事物・現象に関わ
り、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実
験を行うなどを通して、自然の事物・現象を科学的に探究す
るために必要な資質・能力を育成するための具体的な内容
や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

遠山　唯史（岐阜教育事務所指導主事）
河合　政彦（西濃教育事務所指導主事）
武藤　大輔（可茂教育事務所指導主事）
岩田　鈴生（東濃教育事務所指導主事）
石橋　信弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（理科）

1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505225号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　音楽

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、音楽的な見方・考え方を
は働かせ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊か
に関わる資質・能力を育成するための具体的な改善内容や
方法を、講義や演習を通して学ぶ。

後藤　裕美（岐阜教育事務所指導主事）
西川　清恵（美濃教育事務所指導主事）
安藤　律子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 令和2年7月30日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（音楽）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505226号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　音楽

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、音楽的な見方・考え方を
は働かせ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊か
に関わる資質・能力を育成するための具体的な改善内容や
方法を、講義や演習を通して学ぶ。

後藤　裕美（岐阜教育事務所指導主事）
西川　清恵（美濃教育事務所指導主事）
安藤　律子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県養老郡
養老町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（音楽）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505227号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　音楽

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、音楽的な見方・考え方を
は働かせ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊か
に関わる資質・能力を育成するための具体的な改善内容や
方法を、講義や演習を通して学ぶ。

後藤　裕美（岐阜教育事務所指導主事）
西川　清恵（美濃教育事務所指導主事）
安藤　律子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県関市 6時間 令和2年7月31日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（音楽）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505228号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　音楽

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、音楽的な見方・考え方を
は働かせ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊か
に関わる資質・能力を育成するための具体的な改善内容や
方法を、講義や演習を通して学ぶ。

後藤　裕美（岐阜教育事務所指導主事）
西川　清恵（美濃教育事務所指導主事）
安藤　律子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（音楽）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505229号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　音楽

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、音楽的な見方・考え方を
は働かせ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊か
に関わる資質・能力を育成するための具体的な改善内容や
方法を、講義や演習を通して学ぶ。

後藤　裕美（岐阜教育事務所指導主事）
西川　清恵（美濃教育事務所指導主事）
安藤　律子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（音楽）

1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505230号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　美術

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、造形的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の中の美術や美術文化と豊かに関わ
る資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法
を、講義や演習を通して学ぶ。

笠嶋　誠（指導主事）
堀　栄治（可茂教育事務所指導主事）
清水　明彦（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 令和2年7月30日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（美術）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505231号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　美術

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、造形的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の中の美術や美術文化と豊かに関わ
る資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法
を、講義や演習を通して学ぶ。

笠嶋　誠（指導主事）
堀　栄治（可茂教育事務所指導主事）
清水　明彦（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県養老郡
養老町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（美術）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505232号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　美術

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、造形的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の中の美術や美術文化と豊かに関わ
る資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法
を、講義や演習を通して学ぶ。

笠嶋　誠（指導主事）
堀　栄治（可茂教育事務所指導主事）
清水　明彦（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県関市 6時間 令和2年7月31日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（美術）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505233号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　美術

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、造形的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の中の美術や美術文化と豊かに関わ
る資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法
を、講義や演習を通して学ぶ。

笠嶋　誠（指導主事）
堀　栄治（可茂教育事務所指導主事）
清水　明彦（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（美術）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505234号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　美術

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、造形的な見方・考え方を
働かせ、生活や社会の中の美術や美術文化と豊かに関わ
る資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法
を、講義や演習を通して学ぶ。

笠嶋　誠（指導主事）
堀　栄治（可茂教育事務所指導主事）
清水　明彦（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（美術）

1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505235号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　技術・
家庭

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、生活の営みに係る見方・
考え方や技術の見方・考え方を働かせ、よりよい生活の実
現や持続可能な社会の構築に向けて、生活を工夫し創造す
る資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法
を、講義や演習を通して学ぶ。

谷口　敦哉（岐阜教育事務所指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
片山　達人（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 令和2年7月30日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（技術・

家庭）
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505236号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　技術・
家庭

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、生活の営みに係る見方・
考え方や技術の見方・考え方を働かせ、よりよい生活の実
現や持続可能な社会の構築に向けて、生活を工夫し創造す
る資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法
を、講義や演習を通して学ぶ。

谷口　敦哉（岐阜教育事務所指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
片山　達人（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県養老郡
養老町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（技術・

家庭）
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505237号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　技術・
家庭

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、生活の営みに係る見方・
考え方や技術の見方・考え方を働かせ、よりよい生活の実
現や持続可能な社会の構築に向けて、生活を工夫し創造す
る資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法
を、講義や演習を通して学ぶ。

谷口　敦哉（岐阜教育事務所指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
片山　達人（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県関市 6時間 令和2年7月31日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（技術・

家庭）
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505238号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　技術・
家庭

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、生活の営みに係る見方・
考え方や技術の見方・考え方を働かせ、よりよい生活の実
現や持続可能な社会の構築に向けて、生活を工夫し創造す
る資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法
を、講義や演習を通して学ぶ。

谷口　敦哉（岐阜教育事務所指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
片山　達人（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（技術・

家庭）
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505239号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　技術・
家庭

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、生活の営みに係る見方・
考え方や技術の見方・考え方を働かせ、よりよい生活の実
現や持続可能な社会の構築に向けて、生活を工夫し創造す
る資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法
を、講義や演習を通して学ぶ。

谷口　敦哉（岐阜教育事務所指導主事）
田中　久美子（美濃教育事務所指導主事）
片山　達人（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（技術・

家庭）
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505240号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　保健体
育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、体育や保健の見方・考え
方を働かせ、課題を発見し、合理的な解決に向けた学習過
程を通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身
の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するため
の資質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義
や演習を通して学ぶ。

鹿野　考史（岐阜教育事務所指導主事）
永瀬　直哉（西濃教育事務所指導主事）
田島　学（可茂教育事務所指導主事）
渡邉　慶彦（東濃教育事務所指導主事）
加納　聡（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 令和2年7月30日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（保健

体育）
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505241号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　保健体
育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、体育や保健の見方・考え
方を働かせ、課題を発見し、合理的な解決に向けた学習過
程を通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身
の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するため
の資質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義
や演習を通して学ぶ。

鹿野　考史（岐阜教育事務所指導主事）
永瀬　直哉（西濃教育事務所指導主事）
田島　学（可茂教育事務所指導主事）
渡邉　慶彦（東濃教育事務所指導主事）
加納　聡（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県養老郡
養老町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（保健

体育）
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505242号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　保健体
育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、体育や保健の見方・考え
方を働かせ、課題を発見し、合理的な解決に向けた学習過
程を通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身
の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するため
の資質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義
や演習を通して学ぶ。

鹿野　考史（岐阜教育事務所指導主事）
永瀬　直哉（西濃教育事務所指導主事）
田島　学（可茂教育事務所指導主事）
渡邉　慶彦（東濃教育事務所指導主事）
加納　聡（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県関市 6時間 令和2年7月31日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（保健

体育）
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505243号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　保健体
育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、体育や保健の見方・考え
方を働かせ、課題を発見し、合理的な解決に向けた学習過
程を通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身
の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するため
の資質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義
や演習を通して学ぶ。

鹿野　考史（岐阜教育事務所指導主事）
永瀬　直哉（西濃教育事務所指導主事）
田島　学（可茂教育事務所指導主事）
渡邉　慶彦（東濃教育事務所指導主事）
加納　聡（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（保健

体育）
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505244号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　保健体
育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、体育や保健の見方・考え
方を働かせ、課題を発見し、合理的な解決に向けた学習過
程を通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身
の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するため
の資質・能力を育成する具体的な改善内容や方法を、講義
や演習を通して学ぶ。

鹿野　考史（岐阜教育事務所指導主事）
永瀬　直哉（西濃教育事務所指導主事）
田島　学（可茂教育事務所指導主事）
渡邉　慶彦（東濃教育事務所指導主事）
加納　聡（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（保健

体育）
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505245号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　外国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、外国語によるコミュニケー
ションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこ
と、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、簡単な
情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコ
ミュニケーションを図る資質・能力を育成するための具体的
な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

平工　雅之（岐阜教育事務所指導主事）
岸　貴彦（西濃教育事務所指導主事）
宇佐美　雅子（美濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）
間宮　弘介（東濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 令和2年7月30日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（外国

語）
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505246号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　外国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、外国語によるコミュニケー
ションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこ
と、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、簡単な
情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコ
ミュニケーションを図る資質・能力を育成するための具体的
な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

平工　雅之（岐阜教育事務所指導主事）
岸　貴彦（西濃教育事務所指導主事）
宇佐美　雅子（美濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）
間宮　弘介（東濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）

岐阜県養老郡
養老町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（外国

語）
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505247号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　外国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、外国語によるコミュニケー
ションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこ
と、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、簡単な
情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコ
ミュニケーションを図る資質・能力を育成するための具体的
な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

平工　雅之（岐阜教育事務所指導主事）
岸　貴彦（西濃教育事務所指導主事）
宇佐美　雅子（美濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）
間宮　弘介（東濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）

岐阜県関市 6時間 令和2年7月31日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（外国

語）
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505248号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　外国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、外国語によるコミュニケー
ションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこ
と、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、簡単な
情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコ
ミュニケーションを図る資質・能力を育成するための具体的
な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

平工　雅之（岐阜教育事務所指導主事）
岸　貴彦（西濃教育事務所指導主事）
宇佐美　雅子（美濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）
間宮　弘介（東濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（外国

語）
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505249号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　外国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、外国語によるコミュニケー
ションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこ
と、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、簡単な
情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコ
ミュニケーションを図る資質・能力を育成するための具体的
な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

平工　雅之（岐阜教育事務所指導主事）
岸　貴彦（西濃教育事務所指導主事）
宇佐美　雅子（美濃教育事務所指導主事）
河瀬　康博（飛騨教育事務所指導主事）
間宮　弘介（東濃教育事務所指導主事）
橋本　文洋（可茂教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務中
学校教諭（外国

語）
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505250号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　特別支
援教育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、障がいのある生徒に対し
て、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高
め、生活上及び学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

松本　郁子（岐阜教育事務所指導主事）
中村　輝美（西濃教育事務所指導主事）
吉田　孝博（可茂教育事務所指導主事）
郷田　賢（東濃教育事務所指導主事）
有志　智和（飛騨教育事務所指導主事）
加藤　健（美濃教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 令和2年7月30日 教諭
岐阜県内勤務中

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505251号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　特別支
援教育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、障がいのある生徒に対し
て、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高
め、生活上及び学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

松本　郁子（岐阜教育事務所指導主事）
中村　輝美（西濃教育事務所指導主事）
吉田　孝博（可茂教育事務所指導主事）
郷田　賢（東濃教育事務所指導主事）
有志　智和（飛騨教育事務所指導主事）
加藤　健（美濃教育事務所指導主事）

岐阜県養老郡
養老町

6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務中

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505252号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　特別支
援教育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、障がいのある生徒に対し
て、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高
め、生活上及び学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

松本　郁子（岐阜教育事務所指導主事）
中村　輝美（西濃教育事務所指導主事）
吉田　孝博（可茂教育事務所指導主事）
郷田　賢（東濃教育事務所指導主事）
有志　智和（飛騨教育事務所指導主事）
加藤　健（美濃教育事務所指導主事）

岐阜県関市 6時間 令和2年7月31日 教諭
岐阜県内勤務中

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505253号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　特別支
援教育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、障がいのある生徒に対し
て、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高
め、生活上及び学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

松本　郁子（岐阜教育事務所指導主事）
中村　輝美（西濃教育事務所指導主事）
吉田　孝博（可茂教育事務所指導主事）
郷田　賢（東濃教育事務所指導主事）
有志　智和（飛騨教育事務所指導主事）
加藤　健（美濃教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜県内勤務中

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505254号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】中学校教育課程　特別支
援教育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
中学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこと
をねらいとしている。具体的には、障がいのある生徒に対し
て、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高
め、生活上及び学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

松本　郁子（岐阜教育事務所指導主事）
中村　輝美（西濃教育事務所指導主事）
吉田　孝博（可茂教育事務所指導主事）
郷田　賢（東濃教育事務所指導主事）
有志　智和（飛騨教育事務所指導主事）
加藤　健（美濃教育事務所指導主事）

岐阜県高山市 6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務中

学校教諭
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505255号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】高等学校教育課程　国語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
高等学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。具体的には、生徒が国語の能力の基
礎を身に付け、主体的に学習を進めることができるような指
導方法の工夫・改善の在り方について、講義や演習を通し
て学ぶ。

上明代　直哉（指導主事）
近藤　健次（指導主事）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月17日 教諭
岐阜県内勤務高
等学校教諭（国

語）
1,800円 50人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505256号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】高等学校教育課程　地理
歴史・公民

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
高等学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。具体的には、生徒が地理歴史・公民
の能力の基礎を身に付け、主体的に学習を進めることがで
きるような指導方法の工夫・改善の在り方について、講義や
演習を通して学ぶ。

安部　博貴（指導主事）
足立　貴大（指導主事）
亀山　善弘（指導主事）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月17日 教諭
岐阜県内勤務高
等学校教諭（地
理歴史・公民）

1,800円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505257号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】高等学校教育課程　数学

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
高等学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。具体的には、生徒が数学的な見方や
考え方のよさを認識し、それらを積極的に活用することがで
きるような指導方法の工夫・改善の在り方について、講義や
演習を通して学ぶ。

長澤　紀明（指導主事）
道澤　宏一（指導主事）
竹中　俊文（指導主事）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月17日 教諭
岐阜県内勤務高
等学校教諭（数

学）
1,800円 40人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505258号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】高等学校教育課程　理科

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
高等学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。具体的には、生徒が理科を学ぶこと
で科学的な見方や考え方のよさを認識し、それらを積極的
に活用することができるような指導方法の工夫・改善の在り
方について、講義や演習を通して学ぶ。

大橋　啓輔（指導主事）
山本　晃久（指導主事）
向田　富紀子（指導主事）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月17日 教諭
岐阜県内勤務高
等学校教諭（理

科）
1,800円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505259号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】高等学校教育課程　外国
語

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
高等学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。具体的には、「聞くこと」、「読むこと」、
「話すこと （やり取りと発表）」及び「書くこと」の５領域の総合
的な指導を通して、外国語によって自らの考えなどを相手に
伝えるための「発信力」が生徒に身に付く指導方法の工夫・
改善の在り方について、講義や演習を通して学ぶ。

二村　文敏（指導主事）
小倉　ゆみこ（指導主事）
早野　宏樹（指導主事）
金森　香織（指導主事）
中山　和哉（指導主事）

岐阜県各務原
市

6時間 令和2年8月17日 教諭
岐阜県内勤務高
等学校教諭（外

国語）
1,800円 40人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505260号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】高等学校教育課程　保健
体育

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
高等学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。具体的には、体力を向上させるため
の指導と評価や、健康・安全に留意した生活や運動ができ
る実践力を身に付けることができるように、指導方法の工
夫・改善の在り方について、講義や演習を通して学ぶ。

浦野　善裕（指導主事）
水谷　貴郎（指導主事）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月17日 教諭
岐阜県内勤務高
等学校教諭（保

健体育）
1,800円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505261号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】高等学校教育課程　芸術

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
高等学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。具体的には、芸術を愛好する心情や
感性、芸術に関わる諸能力を一層高め、豊かな情操を養う
ことができるような指導方法の工夫・改善の在り方につい
て、講義や演習を通して学ぶ。

笠嶋　誠（指導主事）
奥村　美樹恵（指導主事）
山岸　岳大（指導主事）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月17日 教諭
岐阜県内勤務高
等学校教諭（美
術・音楽・書道）

1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505262号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】高等学校教育課程　家
庭・福祉

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
高等学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。共通教科「家庭」、専門教科「家庭」・
「福祉」、それぞれの教科の目標を達成するための指導方
法の工夫・改善の在り方について、講義や演習を通して学
ぶ。

柴田　幸美（指導主事）
増田　恵子（指導主事）

岐阜県関市 6時間 令和2年8月17日 教諭
岐阜県内勤務高
等学校教諭（家

庭・福祉）
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505263号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】高等学校教育課程　情報

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
高等学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。具体的には、情報教育の目標である
３つの観点をバランスよく指導するとともに、情報化の進展
に主体的に対応できる能力と態度を育てる指導の在り方等
について、講義や演習を通して学ぶ。

小川　陽介（指導主事）
藤井　博樹（指導主事）

岐阜県各務原
市

6時間 令和2年8月17日 教諭
岐阜県内勤務高
等学校教諭（情

報）
1,800円 10人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505264号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】高等学校教育課程　農業

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
高等学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。具体的には、安定的な食料生産やグ
ローバル化への対応などを踏まえ、健全で持続的な農業と
社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育て、主
体的に学習を進めることができるように、指導方法の工夫・
改善の在り方について、講義や演習を通して学ぶ。

中野　輝良（指導主事）
安藤　耕作（指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 令和2年8月17日 教諭
岐阜県内勤務高
等学校教諭（農

業）
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505265号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】高等学校教育課程　工業

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
高等学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。具体的には、生徒が工業分野の専門
的な知識、技術及び技能を身に付け、主体的に学習を進め
ることができるような指導方法の工夫・改善の在り方につい
て、講義や演習を通して学ぶ。

野口　晃弘（指導主事）
蒔田　穣（指導主事）

岐阜県羽島郡
笠松町

6時間 令和2年8月17日 教諭
岐阜県内勤務高
等学校教諭（工

業）
1,800円 40人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505266号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】高等学校教育課程　商業

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
高等学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。具体的には、地域産業をはじめ経済
社会の健全で持続的な発展を担う職業人として必要な資
質・能力と実践的な態度を育て、主体的に学習を進めること
ができるように、指導方法の工夫・改善の在り方について、
講義や演習を通して学ぶ。

林　孝美（指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月17日 教諭
岐阜県内勤務高
等学校教諭（商

業）
1,800円 40人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505267号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】高等学校教育課程　総
則・特別活動

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
高等学校における教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。具体的には、各学校における特別活
動や総合的な探究の時間での実施上の課題と改善の在り
方など、教育課程全般について具体的な取組の理解を、講
義や演習を通して学ぶ。

渡部　彰規（指導主事）
有尾　隆宏（指導主事）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年8月17日 教諭
岐阜県内勤務高

等学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505268号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】特別支援学校教育課程

特別支援学校の教育課程の実施に伴う指導上の諸問題、
特に、特別支援学校学習指導要領の改訂にともなう教育課
程の編成の在り方、社会自立に向けた教科・領域の指導の
在り方について、講義や演習を通して理解を深め、指導力
を高める。

加藤　講平（指導主事）
小島　明子（指導主事）
飯田　直樹（指導主事）
牧村　貴志（指導主事）
棚橋　耕次（指導主事）
中島　啓介（指導主事）
村瀬　靖幸（指導主事）

岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月30日 教諭
岐阜県内勤務特
別支援学校教諭

1,800円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505269号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/
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令和２年度(第２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

岐阜県教育委員
会

【選択】特別支援学校教育課程

特別支援学校の教育課程の実施に伴う指導上の諸問題、
特に、特別支援学校学習指導要領の改訂にともなう教育課
程の編成の在り方、社会自立に向けた教科・領域の指導の
在り方について、講義や演習を通して理解を深め、指導力
を高める。

加藤　講平（指導主事）
小島　明子（指導主事）
飯田　直樹（指導主事）
牧村　貴志（指導主事）
棚橋　耕次（指導主事）
中島　啓介（指導主事）
村瀬　靖幸（指導主事）

岐阜県関市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岐阜県内勤務特
別支援学校教諭

1,800円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505270号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜県教育委員
会

【選択】特別支援学校教育課程

特別支援学校の教育課程の実施に伴う指導上の諸問題、
特に、特別支援学校学習指導要領の改訂にともなう教育課
程の編成の在り方、社会自立に向けた教科・領域の指導の
在り方について、講義や演習を通して理解を深め、指導力
を高める。

加藤　講平（指導主事）
小島　明子（指導主事）
飯田　直樹（指導主事）
牧村　貴志（指導主事）
棚橋　耕次（指導主事）
中島　啓介（指導主事）
村瀬　靖幸（指導主事）

岐阜県美濃加
茂市

6時間 令和2年7月28日 教諭
岐阜県内勤務特
別支援学校教諭

1,800円 30人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

(備考　優先募集：4月2
日～4月9日（県内の学
校・園に現在勤務して
いる方）　一般募集：４

月22日～5月7日)

令02-
50410-
505271号

058-271-3457　
(内線： 78)

https://www.gifu-
net.ed.jp/ggec/

岐阜市教育委員
会

【選択】小学校教育課程講習会
（国語）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、小学校段階における、言葉による見方・考
え方を働かせ、言語活動を通して、国語で正確に理解し適
切に表現する資質・能力を育成するための具体的な改善内
容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

吉永　康昭（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月21日 教諭
岐阜市内に勤務
している小学校

教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505282号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】小学校教育課程講習会
（社会）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追
究したり解決したりする活動を通して、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
ための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学
ぶ。

後藤　靖弘（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月21日 教諭
岐阜市内に勤務
している小学校

教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505283号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】小学校教育課程講習会
（算数）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活
動を通して、数学的に考える資質・能力を育成するための具
体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

和泉　宏紀（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月21日 教諭
岐阜市内に勤務
している小学校

教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505284号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】小学校教育課程講習会
（理科）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、自然に親しみ、理科の見方・考え方を働か
せ、見通しをもって観察、実験を行うことなどを通して、自然
の事物・現象についての問題を科学的に解決するために必
要な資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法
を、講義や演習を通して学ぶ。

武藤　正典（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月21日 教諭
岐阜市内に勤務
している小学校

教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505285号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】小学校教育課程講習会
（生活）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、身近な生活に関わる見方・考え方を生か
し、気付きの質を高め、活動や体験を一層充実するための
学習活動を重視し、自立し生活を豊かにしていくための具体
的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

小西　佳美（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月21日 教諭
岐阜市内に勤務
している小学校

教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505286号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】小学校教育課程講習会
（音楽）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、音楽的な見方・考え方を働かせ、生活や社
会の中の音や音楽と豊かに関わる資質・能力を育成するた
めの具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学
ぶ。

小野木　陽子（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月21日 教諭
岐阜市内に勤務
している小学校

教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505287号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm
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令和２年度(第２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

岐阜市教育委員
会

【選択】小学校教育課程講習会
（図画工作）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社
会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を育成する
ための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学
ぶ。

岸　正法（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月21日 教諭
岐阜市内に勤務
している小学校

教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505288号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】小学校教育課程講習会
（家庭科）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、
生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を育成するための
具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

神山　留美子（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月21日 教諭
岐阜市内に勤務
している小学校

教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505289号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】小学校教育課程講習会
（体育）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、生涯にわたって心身の健康を保持増進し、
豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成す
るための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して
学ぶ。

井上　誠（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月21日 教諭
岐阜市内に勤務
している小学校

教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505290号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】小学校教育課程講習会
（英語）

学習指導要領及び本市が進める教育課程特例校としての
特別の教育課程編成・実施計画書の趣旨や内容等につい
ての理解を深め、教育課程の適切な編成・実施に生かすこ
とをねらいとしている。具体的には、小学校段階における英
語によるコミュニケーション能力の素地及び基礎となる資
質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法を、講
義や演習を通して学ぶ。

鹿嶋　成子（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月21日 教諭
岐阜市内に勤務
している小学校

教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505291号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】小学校教育課程講習会
（特別支援教育）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、障害のある児童に対して、一人一人の教
育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活上及び学
習上の困難を改善または克服するための具体的な改善内
容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

熊田　真弓（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月21日 教諭
岐阜市内に勤務
している小学校

教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505292号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】中学校教育課程講習会
（国語）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、中学校段階における、言葉による見方・考
え方を働かせ、言語活動を通して、国語で正確に理解し適
切に表現する資質・能力を育成するための具体的な改善内
容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

吉永　康昭（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜市内に勤務
している国語科

中学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505293号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】中学校教育課程講習会
（社会）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追
究したり解決したりする活動を通して、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
ための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学
ぶ。

後藤　靖弘（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜市内に勤務
している社会科

中学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505294号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】中学校教育課程講習会
（数学）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活
動を通して、数学的に考える資質・能力を育成するための具
体的な改善内容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

和泉　宏紀（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜市内に勤務
している数学科

中学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505295号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm
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令和２年度(第２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

岐阜市教育委員
会

【選択】中学校教育課程講習会
（理科）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、自然の事物・現象に関わり、理科の見方・
考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うことなどを
通して、自然の事物・現象を科学的に探究するために必要
な資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法
を、講義や演習を通して学ぶ。

武藤　正典（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜市内に勤務
している理科中

学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505296号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】中学校教育課程講習会
（音楽）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、音楽的な見方・考え方を働かせ、生活や社
会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力を
育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を
通して学ぶ。

小野木　陽子（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜市内に勤務
している音楽科

中学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505297号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】中学校教育課程講習会
（美術）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社
会の中の美術や美術文化と豊かに関わる資質・能力を育成
するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を通し
て学ぶ。

岸　正法（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜市内に勤務
している美術科

中学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505298号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】中学校教育課程講習会
（技術・家庭）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、生活の営みに係る見方・考え方や技術の
見方・考え方を働かせ、よりよい生活の実現や持続可能な
社会の構築に向けて、生活を工夫し創造する資質・能力を
育成するための具体的な改善内容や方法を、講義や演習を
通して学ぶ。

石川　明（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜市内に勤務
している技術・家
庭科中学校教諭

1,800円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505299号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】中学校教育課程講習会
（保健体育）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、生涯にわたって心身の健康を保持増進し、
豊かなスポーツライフを実現するための保健体育に関わる
資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法を、
講義や演習を通して学ぶ。

井上　誠（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜市内に勤務
している保健体
育科中学校教諭

1,800円 20人
令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505300号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】中学校教育課程講習会
（外国語）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、外国語によって簡単な情報や考えなどを
理解したり表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを
図る資質・能力を育成するための具体的な改善内容や方法
を、講義や演習を通して学ぶ。

鹿嶋　成子（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜市内に勤務
している英語科

中学校教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505301号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm

岐阜市教育委員
会

【選択】中学校教育課程講習会
（特別支援教育）

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、障害のある生徒に対して、一人一人の教
育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活上及び学
習上の困難を改善または克服するための具体的な改善内
容や方法を、講義や演習を通して学ぶ。

小西　佳美（学校指導課指導主事） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年7月22日 教諭
岐阜市内に勤務
している中学校

教諭
1,800円 20人

令和2年4月2日～
令和2年5月7日

令02-
50420-
505302号

058-241-2114
http://www.city.gifu.lg.j
p/3040.htm
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令和２年度(第２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

浜松市教育委員
会

【選択】「園・学校のリスクマネジメ
ントと教職の省察」と「園・学校に
おける学校事故等への危機対
応」

　本講習ではまず、学校におけるリスクと危機管理につい
て、参考になるような理論と具体的な事例を紹介する。その
うえで、教育に潜むリスクと向き合いながら、今日の学校や
教員が果たす役割について考える。
　また、ヒヤリハット事例や園や学校で起きた事故事例をも
とにしたケーススタディー及びグループワークを通して、事
故への対応のあり方について学ぶ。浜松市や日本スポーツ
振興センターの災害共済給付制度に触れながら、事故を未
然に防ぐための安全配慮や具体的な対応策、活動中や指
導中の安全配慮、事故が起こってしまった後にとるべき対応
などの知識を深め、学校での指導や保護者への対応に生
かす。

長谷川　哲也（岐阜大学　教育学部　准教授）
大渡　和正（健康安全課　指導主事）
大村　直弘（健康安全課　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

4,400円 80人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504329号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「発達支援教育の現状と
課題」と「ライフステージからみた
発達障がい」

　発達障がいを中心に気になる子の理解とその対応につい
て、心理や行動、二次障がいなどを交えた講義と、模擬的な
校内支援委員会として小グループをつくりケース会議の進
め方や個別の指導計画の作成などの演習を行う。
　また、乳幼児期から成人期を通し、発達障がい児の特性
や課題の変化を各ステージに応じ、発達経過の中で捉え考
える。そして、保育、教育、医療、福祉における役割と連携を
模索する。

石川　慶和（静岡大学　教育学部　准教授）
中嶋　恵美（浜松市教育センター　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

4,400円 200人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504330号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「情報モラル教育」と「教
育の情報化」

　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、情報セキュリティなどを取りあげる。
　また、教育の情報化についての基本的な知識を習得後、Ｉ
ＣＴ機器を活用した授業づくりやプログラミング教育について
知り、今後の指導に生かすことを目指す。

塩田　真吾（静岡大学　教育学部　准教授）
殿柿　弘行（浜松市教育センター　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
4,400円 40人

令和2年3月30日～
令和2年5月8日

令02-
50432-
504331号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学力観の変遷」と「道徳
科の授業づくり」

　戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の
内容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように
変わってきたか、また、指導と評価との関係について、新学
習指導要領の改訂の内容を含め考察する。
　また、今求められる道徳教育の充実を目指して、道徳科の
授業の在り方や評価の方法等について、考察・演習を行う。

髙木　展郎（横浜国立大学　名誉教授）
武田　伸江（指導課　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
4,400円 40人

令和2年3月30日～
令和2年5月8日

令02-
50432-
504332号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学校組織マネジメント」

　現在進められている教育改革の動向を踏まえながら、ど
のような学校ビジョンを描きそれを具体化する戦略をいかに
構築していくかが重要になる。この講義では「学校ビジョンと
戦略」の意味と意義を確認しながら、実践に向けてのポイン
トを整理する。

北神　正行（国士舘大学　体育学部　こどもス
ポーツ教育学科　教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年9月7日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
0円 10人

令和2年3月30日～
令和2年5月8日

(備考　各学校長の推
薦研修のため、一般募

集は行いません。)

令02-
50432-
504333号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学力観の変遷」と「理科
教育」

　戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の
内容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように
変わってきたか、また、指導と評価との関係について、新学
習指導要領の改訂の内容を含め考察する。
　また、平成29年版学習指導要領では、平成20年版学習指
導要領と比較しても、理科の内容についてはそれほど大き
な変化はない。しかし、育成すべき資質・能力が明確化さ
れ、見方・考え方を働かせる中で資質・能力を育成するな
ど、授業方法においては改善すべき点もある。そこで、本講
習を通して、平成29年版学習指導要領における理科の授業
のイメージをもてるようにすることを目指す。

髙木　展郎（横浜国立大学　名誉教授）
田代　直幸（常葉大学　教育学部　教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日 教諭
小学校教諭、中
学校理科教諭

4,400円 15人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504334号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/
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令和２年度(第２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

浜松市教育委員
会

【選択】「学力観の変遷」と「小学
校外国語活動・外国語」

　戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の
内容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように
変わってきたか、また、指導と評価との関係について、新学
習指導要領の改訂の内容を含め考察する。
　また、小学校外国語活動、外国語を進めるうえで、必要な
情報や授業の進め方、様々な活動を行う際の注意事項等
を、講義や具体的な指導事例を通して学ぶ。

髙木　展郎（横浜国立大学　名誉教授）
佐藤　明世（浜松市教育センター　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日 教諭 小学校教諭 4,400円 15人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504335号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学力観の変遷」と「図画
工作科、美術科教育」

　戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の
内容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように
変わってきたか、また、指導と評価との関係について、新学
習指導要領の改訂の内容を含め考察する。
　また、本講義では、図画工作科や美術科の目標や指導内
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
び研究の可能性について考える。そして、講義や演習を通し
て鑑賞の意義や魅力、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、題材の可能性を探る。

髙木　展郎（横浜国立大学　名誉教授）
髙橋　智子（静岡大学　学術院教育学領域　准
教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日 教諭
小学校教諭、中
学校美術科教諭

4,400円 10人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504336号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学力観の変遷」と「技術・
家庭科教育（技術科）」

　戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の
内容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように
変わってきたか、また、指導と評価との関係について、新学
習指導要領の改訂の内容を含め考察する。また「はままつ
人づくり未来プラン」の柱である「未来創造への人づくり」を
ふまえた技術科の学習の充実や、技術科が目指す資質・能
力について理解を深め、「主体的な学び」、「対話的な学
び」、「深い学び」の3つの視点から、題材や授業時数、授業
での子供への指導を見直し、主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善について考える。

髙木　展郎（横浜国立大学　名誉教授）
嶋田　喜守（指導課　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日 教諭
中学校技術・家
庭科教諭（技術

科）
4,400円 10人

令和2年3月30日～
令和2年5月8日

令02-
50432-
504337号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学力観の変遷」と「家庭
科、技術・家庭科教育（家庭科）」

　戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の
内容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように
変わってきたか、また、指導と評価との関係について、新学
習指導要領の改訂の内容を含め考察する。
　また、学習指導要領における指導内容や教材について理
解を深め、主体的・対話的で深い学びを目指した具体的な
指導事例を通して、子どもの学びの深化を図る家庭科の指
導法について考察する。

髙木　展郎（横浜国立大学　名誉教授）
小清水　貴子（静岡大学　教育学部　准教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日 教諭
小学校教諭、中
学校技術・家庭
科教諭（家庭科）

4,400円 10人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504338号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学力向上」と「道徳科の
授業づくり」

　本講習では、①全国学力・学習状況調査における静岡県
の現状を示し、②それに基づいて課題を明らかにし、③他の
都道府県を参考にしながら、④新学習指導要領を視野に入
れつつ、学力向上のための取組について考える。
　また、今求められる道徳教育の充実を目指して、道徳科の
授業の在り方や評価の方法等について、考察・演習を行う。

村山　功（静岡大学　大学院教育学研究科　教
授）
武田　伸江（指導課　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
4,400円 60人

令和2年3月30日～
令和2年5月8日

令02-
50432-
504339号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/
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令和２年度(第２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

浜松市教育委員
会

【選択】「学力向上」と「理科教育」

　本講習では、①全国学力・学習状況調査における静岡県
の現状を示し、②それに基づいて課題を明らかにし、③他の
都道府県を参考にしながら、④新学習指導要領を視野に入
れつつ、学力向上のための取組について考える。
　また、平成29年版学習指導要領では、平成20年版学習指
導要領と比較しても、理科の内容についてはそれほど大き
な変化はない。しかし、育成すべき資質・能力が明確化さ
れ、見方・考え方を働かせる中で資質・能力を育成するな
ど、授業方法においては改善すべき点もある。そこで、本講
習を通して、平成29年版学習指導要領における理科の授業
のイメージをもてるようにすることを目指す。

村山　功（静岡大学　大学院教育学研究科　教
授）
田代　直幸（常葉大学　教育学部　教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日 教諭
小学校教諭、中
学校理科教諭

4,400円 15人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504340号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学力向上」と「小学校外
国語活動・外国語」

　本講習では、①全国学力・学習状況調査における静岡県
の現状を示し、②それに基づいて課題を明らかにし、③他の
都道府県を参考にしながら、④新学習指導要領を視野に入
れつつ、学力向上のための取組について考える。
　また、小学校外国語活動、外国語を進めるうえで、必要な
情報や授業の進め方、様々な活動を行う際の注意事項等
を、講義や具体的な指導事例を通して学ぶ。

村山　功（静岡大学　大学院教育学研究科　教
授）
佐藤　明世（浜松市教育センター　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日 教諭 小学校教諭 4,400円 30人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504341号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学力向上」と「図画工作
科、美術科教育」

　本講習では、①全国学力・学習状況調査における静岡県
の現状を示し、②それに基づいて課題を明らかにし、③他の
都道府県を参考にしながら、④新学習指導要領を視野に入
れつつ、学力向上のための取組について考える。
　また、本講義では、図画工作科や美術科の目標や指導内
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
び研究の可能性について考える。そして、講義や演習を通し
て鑑賞の意義や魅力、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、題材の可能性を探る。

村山　功（静岡大学　大学院教育学研究科　教
授）
髙橋　智子（静岡大学　学術院教育学領域　准
教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日 教諭
小学校教諭、中
学校美術科教諭

4,400円 15人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504342号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学力向上」と「技術・家庭
科教育（技術科）」

　本講習では、①全国学力・学習状況調査における静岡県
の現状を示し、②それに基づいて課題を明らかにし、③他の
都道府県を参考にしながら、④新学習指導要領を視野に入
れつつ、学力向上のための取組について考える。
　また「はままつ人づくり未来プラン」の柱である「未来創造
への人づくり」をふまえた技術科の学習の充実や、技術科が
目指す資質・能力について理解を深め、「主体的な学び」、
「対話的な学び」、「深い学び」の3つの視点から、題材や授
業時数、授業での子供への指導を見直し、主体的・対話的
で深い学びの実現に向けた授業改善について考える。

村山　功（静岡大学　大学院教育学研究科　教
授）
嶋田　喜守（指導課　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日 教諭
中学校技術・家
庭科教諭（技術

科）
4,400円 15人

令和2年3月30日～
令和2年5月8日

令02-
50432-
504343号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学力向上」と「家庭科、技
術・家庭科教育（家庭科）」

　本講習では、①全国学力・学習状況調査における静岡県
の現状を示し、②それに基づいて課題を明らかにし、③他の
都道府県を参考にしながら、④新学習指導要領を視野に入
れつつ、学力向上のための取組について考える。
　また、学習指導要領における指導内容や教材について理
解を深め、主体的・対話的で深い学びを目指した具体的な
指導事例を通して、子どもの学びの深化を図る家庭科の指
導法について考察する。

村山　功（静岡大学　大学院教育学研究科　教
授）
小清水　貴子（静岡大学　教育学部　准教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日 教諭
小学校教諭、中
学校技術・家庭
科教諭（家庭科）

4,400円 15人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504344号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/
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令和２年度(第２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

浜松市教育委員
会

【選択】「幼児教育と小学校教育
との円滑な連携と接続」と「幼児
期における教育」

　幼稚園教育要領が改訂され、保育の質の保障が重要な課
題である。同時に、新しい学習指導要領にも「幼児期から児
童期への円滑な接続」が位置づけられ、幼児期から児童期
への滑らかな連携や接続が求められている。幼児期にふさ
わしい教育課程やアプローチカリキュラム、スタートカリキュ
ラム作成に必要な連携や接続の意味、具体的な手立てや
方策等、その実践に結びつけるポイントについて考える。
　また、幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の
基礎を培う重要なものである。こうした幼児期の特性を踏ま
え、環境を通して生み出される幼児の遊び及び育みたい資
質・能力、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」について
理解を深める。

木下　光二（鳴門教育大学　教職大学院　教
授）
鈴木　まき子（聖隷クリストファー大学　社会福
祉学部　非常勤講師）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日 教諭 幼稚園教諭 4,400円 80人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504345号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「食物アレルギー」

　「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に
基づき、アレルギー対応の確認をするとともに、緊急時の対
応について演習を通して学ぶ。また、浜松医科大学からゲ
ストスピーカーを招き、食物アレルギーに関する国の動向や
最新の知識などについても学ぶ。

浅野　慶子（健康安全課　指導主事） 静岡県浜松市 6時間 令和2年10月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

4,400円 80人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504346号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学習リーダーの育成」と
「国語科教育」

　「学び合い」を機能させることと、そのための「学習リー
ダー」の育成とは重要な課題である。そこで、マネジメントの
概念とリーダーシップの理論とともに、有効な学習リーダー
育成の基本的視座について考察する。
　また、社会状況や国際的な学力調査などをふまえながら
新学習指導要領国語の方向性や重点を確認しつつ，「読む
こと」や「話すこと・聞くこと」の指導の考え方とポイントを整理
する機会を提供する。

櫻木　晃裕（宮城大学　事業構想学群　教授）
折川　司（金沢大学　人間社会研究域学校教育
系　教授）
鈴木　いず美（浜松市教育センター　教育アドバ
イザー）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日 教諭
小学校教諭、中
学校国語科教諭

4,400円 20人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504347号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学習リーダーの育成」と
「社会科教育」

　「学び合い」を機能させることと、そのための「学習リー
ダー」の育成とは重要な課題である。そこで、マネジメントの
概念とリーダーシップの理論とともに、有効な学習リーダー
育成の基本的視座について考察する。
　また、新学習指導要領における小・中学校社会科の重点
や変更点等を確認すると共に、最新の課題や内容に対応し
た教材開発や授業改善の方策についての理解を深める。

櫻木　晃裕（宮城大学　事業構想学群　教授）
安藤　雅之（常葉大学　大学院　教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日 教諭
小学校教諭、中
学校社会科教諭

4,400円 20人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504348号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学習リーダーの育成」と
「算数科、数学科教育」

　「学び合い」を機能させることと、そのための「学習リー
ダー」の育成とは重要な課題である。そこで、マネジメントの
概念とリーダーシップの理論とともに、有効な学習リーダー
育成の基本的視座について考察する。　また、「算数科・数
学科教育」では，数学的活動を通して，数学的に考える資
質・能力を育む算数・数学の授業づくりに向けて，具体例に
基づく議論と理解を深める。特に，数学的な洞察と新たな意
味形成を促す数学的活動，子どもの「問い」を軸とした算数・
数学授業の充実に向けて行うことに着目する。

櫻木　晃裕（宮城大学　事業構想学群　教授）
両角　達男（横浜国立大学　教育学部　教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日 教諭
小学校教諭、中
学校数学科教諭

4,400円 20人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504349号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/
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令和２年度(第２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

浜松市教育委員
会

【選択】「学習リーダーの育成」と
「日本音楽の指導～口唱歌を学
ぶ～」

　「学び合い」を機能させることと、そのための「学習リー
ダー」の育成とは重要な課題である。そこで、マネジメントの
概念とリーダーシップの理論とともに、有効な学習リーダー
育成の基本的視座について考察する。
　また、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いる「口唱歌」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
様々な楽器の伝承・学習・演奏に必要な多くの音楽的な要
素が織り込まれている。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。

櫻木　晃裕（宮城大学　事業構想学群　教授）
長谷川　慎（静岡大学　教育学部　准教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日 教諭
小学校教諭、中
学校音楽科教諭

4,400円 10人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504350号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学習リーダーの育成」と
「体育科、保健体育科教育」

　「学び合い」を機能させることと、そのための「学習リー
ダー」の育成とは重要な課題である。そこで、マネジメントの
概念とリーダーシップの理論とともに、有効な学習リーダー
育成の基本的視座について考察する。　また、新学習指導
要領の理解を図るとともに、小学校と中学校の学びの連続
性・系統性を意識した保健体育の授業について研修を行
う。特に、保健領域では、知識と技能の観点を中心に理解を
深め、体育領域では、児童生徒の技能の「つまずき」に視点
を当てて、支援の方法について研修を深める。

櫻木　晃裕（宮城大学　事業構想学群　教授）
神村　由貴子（指導課　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日 教諭
小学校教諭、中
学校保健体育科

教諭
4,400円 15人

令和2年3月30日～
令和2年5月8日

令02-
50432-
504351号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学習リーダーの育成」と
「外国語科（英語）教育」

　「学び合い」を機能させることと、そのための「学習リー
ダー」の育成とは重要な課題である。そこで、マネジメントの
概念とリーダーシップの理論とともに、有効な学習リーダー
育成の基本的視座について考察する。
　また、新学習指導要領を踏まえ、国が求める英語教育の
改善・充実方策や学校間の接続、４技能の総合的な育成、
言語活動の充実等を視点とした授業改善の重要性を理解
し、指導法に関する基本的な知識と技能の習得を目指す。

櫻木　晃裕（宮城大学　事業構想学群　教授）
星宮　ちさと（指導課　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日 教諭
中学校英語科教

諭
4,400円 15人

令和2年3月30日～
令和2年5月8日

令02-
50432-
504352号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学び続ける教師に～こ
れからの学習指導について考え
る～」と「国語科教育」

　第3次浜松市教育総合計画「はままつ人づくり未来プラン」
が目指す人づくりを基調とし、新学習指導要領で示される内
容を踏まえながら、その人を育成するための学習指導の在
り方、これからの教師像について考察する。
　また、社会状況や国際的な学力調査などをふまえながら
新学習指導要領国語の方向性や重点を確認しつつ，「読む
こと」や「話すこと・聞くこと」の指導の考え方とポイントを整理
する機会を提供する。

児玉　一記（常葉大学　教育学部　非常勤講
師）
折川　司（金沢大学　人間社会研究域学校教育
系　教授）
鈴木　いず美（浜松市教育センター　教育アドバ
イザー）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日 教諭
小学校教諭、中
学校国語科教諭

4,400円 30人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504353号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学び続ける教師に～こ
れからの学習指導について考え
る～」と「社会科教育」

　第3次浜松市教育総合計画「はままつ人づくり未来プラン」
が目指す人づくりを基調とし、新学習指導要領で示される内
容を踏まえながら、その人を育成するための学習指導の在
り方、これからの教師像について考察する。
　また、新学習指導要領における小・中学校社会科の重点
や変更点等を確認すると共に、最新の課題や内容に対応し
た教材開発や授業改善の方策についての理解を深める。

児玉　一記（常葉大学　教育学部　非常勤講
師）
安藤　雅之（常葉大学　大学院　教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日 教諭
小学校教諭、中
学校社会科教諭

4,400円 30人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504354号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/
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令和２年度(第２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

浜松市教育委員
会

【選択】「学び続ける教師に～こ
れからの学習指導について考え
る～」と「算数科、数学科教育」

　第3次浜松市教育総合計画「はままつ人づくり未来プラン」
が目指す人づくりを基調とし、新学習指導要領で示される内
容を踏まえながら、その人を育成するための学習指導の在
り方、これからの教師像について考察する。
　また、「算数科・数学科教育」では，数学的活動を通して，
数学的に考える資質・能力を育む算数・数学の授業づくりに
向けて，具体例に基づく議論と理解を深める。特に，数学的
な洞察と新たな意味形成を促す数学的活動，子どもの「問
い」を軸とした算数・数学授業の充実に向けて行うことに着
目する。

児玉　一記（常葉大学　教育学部　非常勤講
師）
両角　達男（横浜国立大学　教育学部　教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日 教諭
小学校教諭、中
学校数学科教諭

4,400円 40人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504355号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学び続ける教師に～こ
れからの学習指導について考え
る～」と「日本音楽の指導～口唱
歌を学ぶ～」

　第3次浜松市教育総合計画「はままつ人づくり未来プラン」
が目指す人づくりを基調とし、新学習指導要領で示される内
容を踏まえながら、その人を育成するための学習指導の在
り方、これからの教師像について考察する。
　また、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いる「口唱歌」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
様々な楽器の伝承・学習・演奏に必要な多くの音楽的な要
素が織り込まれている。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。

児玉　一記（常葉大学　教育学部　非常勤講
師）
長谷川　慎（静岡大学　教育学部　准教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日 教諭
小学校教諭、中
学校音楽科教諭

4,400円 20人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504356号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学び続ける教師に～こ
れからの学習指導について考え
る～」と「体育科、保健体育科教
育」

　第3次浜松市教育総合計画「はままつ人づくり未来プラン」
が目指す人づくりを基調とし、新学習指導要領で示される内
容を踏まえながら、その人を育成するための学習指導の在
り方、これからの教師像について考察する。
　また、新学習指導要領の理解を図るとともに、小学校と中
学校の学びの連続性・系統性を意識した保健体育の授業に
ついて研修を行う。特に、保健領域では、知識と技能の観点
を中心に理解を深め、体育領域では、児童生徒の技能の
「つまずき」に視点を当てて、支援の方法について研修を深
める。

児玉　一記（常葉大学　教育学部　非常勤講
師）
神村　由貴子（指導課　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日 教諭
小学校教諭、中
学校保健体育科

教諭
4,400円 15人

令和2年3月30日～
令和2年5月8日

令02-
50432-
504357号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学び続ける教師に～こ
れからの学習指導について考え
る～」と「外国語科（英語）教育」

　第3次浜松市教育総合計画「はままつ人づくり未来プラン」
が目指す人づくりを基調とし、新学習指導要領で示される内
容を踏まえながら、その人を育成するための学習指導の在
り方、これからの教師像について考察する。
　また、新学習指導要領を踏まえ、国が求める英語教育の
改善・充実方策や学校間の接続、４技能の総合的な育成、
言語活動の充実等を視点とした授業改善の重要性を理解
し、指導法に関する基本的な知識と技能の習得を目指す。

児玉　一記（常葉大学　教育学部　非常勤講
師）
星宮　ちさと（指導課　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日 教諭
中学校英語科教

諭
4,400円 15人

令和2年3月30日～
令和2年5月8日

令02-
50432-
504358号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学校保健と養護教育」

　不登校傾向児童生徒、児童虐待の増加及び性の多様性、
外国籍児童生徒への支援や対応など様々な心身の健康課
題が深刻化、複雑化している現在において、組織的に健康
的な学校づくりを行っていくための方法について、最新の情
報を基に考える。具体的には、学校保健に関わる現代的課
題に対応したケ－スをもとに養護教諭、教諭に求められる
役割や専門力向上のについてのスキルが習得できるよう、
ケ－スメソッド教授法を用いた参加型の講義と演習を実施
する。

鎌塚　優子（静岡大学　教育学部　教授） 静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、養護

教諭
4,400円 30人

令和2年3月30日～
令和2年5月8日

令02-
50432-
504359号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/
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令和２年度(第２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

浜松市教育委員
会

【選択】「園・学校教育における食
育の展開」

　園・学校教育における食育の現状と、今後の課題解決及
び展開について学ぶ。子供の望ましい食習慣の確立のた
め、集団的、個別的な対応についての必要な知識や技術を
取得しすると共に、自ら実践できるばかりではなく、関係者
にもそのスキルを伝授できる力を身に付ける。
　また、健康教育全体計画をもとにした、学校給食の指導の
仕方や園・学校の教育活動全体における食を中心とした健
康教育に関する指導法について学ぶ。

末永　美雪（東海大学　短期大学部　教授）
柿﨑　有香（健康安全課　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

4,400円 80人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504360号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「子どもの問題行動とその
背景」と「教育相談（不登校対
応）」

　『生徒指導提要』（文部科学省）にある子どもの問題行動
のいくつかの事例（主に小中学校）を取り上げ、なぜそのよ
うな問題行動が起きるのか、その背景と学校や家庭でどの
ような取り組みをしていけばよいか考える。
　また、教育相談の中でも、特に不登校について、最近の学
校現場での課題を取り扱う。教員はどのように対応するとよ
いか、教育相談の視点に立った具体的で実践的な方略を紹
介する。

平松　義樹（愛媛大学　名誉教授）
山村　隆信（教育総合支援センター　指導主事）
松島　望（教育総合支援センター　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年11月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

4,400円 180人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504361号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「学校における心理・社会
面のアセスメント」と「子どものここ
ろの理解の仕方」

　本講習では、「学校における心理・社会面のアセスメント」
をテーマとし、情報共有、教師と他の専門性を有するスタッ
フとの協働を中心に、日頃の活動を振り返るとともに、今後
の展開を検討する機会とする。
　現在の教育場面では、幼児理解、児童理解、生徒理解と
いうことが強調されているが、本講習では、子どものこころを
理解するための心理学的視点を学習する。子どもを理解す
るための視点を学び、日常的にさまざまなことが起こる教室
において役立つようなカウンセリング的アプローチを学ぶ。

鈴木　伸子（愛知教育大学　教育科学系　教
授）
原田　眞理（玉川大学　教育学部　教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年11月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

4,400円 80人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504362号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

浜松市教育委員
会

【選択】「キャリア教育」

　キャリア教育が提唱されてから今日までのキャリア教育の
とらえ方の変化を整理し、今日のキャリア教育の概念とその
意義・必要性について基礎的事項を含めて解説する。その
上で、キャリア教育の実践に大きな期待が込められた次期
学習指導要領に焦点を当て、今後の学校におけるキャリア
教育の在り方や、本市の教育計画の重点である本市におけ
るキャリア教育の実践や充実に向けた方策について、講義
と演習を通して学ぶ。

藤田　晃之（筑波大学　教授）
松下　欣美（教育総務課　指導主事）
池野　弘昭（浜松市教育センター　指導主事）

静岡県浜松市 6時間 令和2年11月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭、中
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

4,400円 100人
令和2年3月30日～

令和2年5月8日

令02-
50432-
504363号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（Ｓ６）

日本語指導を必要とする子どもへの対応、子どもの貧困の
理解とその対応、食に関する指導の在り方など配慮を必要
とする子どもへの対応について、学校教育を進める上での
今日的な課題を取り上げ、講義及び演習を行う。

松本　一子（愛知淑徳大学　非常勤講師）
上原　正子（愛知みずほ短期大学　客員教授）
谷口　由希子（名古屋市立大学　人間文化研究
科准教授）
濱田　尚人（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年10月3日
教諭

栄養教
諭

教諭、栄養教諭
向け

6,000円 200人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504622号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（Ｓ7）

日本語指導を必要とする子どもへの対応、子どもの貧困の
理解とその対応、幼児教育など配慮を必要とする子どもへ
の対応について、学校教育を進める上での今日的な課題を
取り上げ、講義及び演習を行う。

松本　一子（愛知淑徳大学　非常勤講師）
谷口　由希子（名古屋市立大学　人間文化研究
科准教授）
平手　咲子（指導室指導主事）
濱田　尚人（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年10月3日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504623号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（Ｓ８）

日本語指導を必要とする子どもへの対応、子どもの貧困の
理解とその対応、養護教諭の専門性など配慮を必要とする
子どもへの対応について、学校教育を進める上での今日的
な課題を取り上げ、講義及び演習を行う。

松本　一子（愛知淑徳大学　非常勤講師）
谷口　由希子（名古屋市立大学　人間文化研究
科准教授）
安藤　光代（名古屋市教育センター指導主事）
濱田　尚人（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年10月3日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭
向け

6,000円 20人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504624号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/
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令和２年度(第２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

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（Ｓ９）

臨床心理学的視点を生かした教育相談、生活科・総合的な
学習の時間・道徳等で目指す「主体的・対話的で深い学び」
の創造、社会心理学的視点から見た人権問題とその理解
等、学校教育を進める上での今日的な課題を取り上げ、講
義及び演習を行う。

三宅　理子（東海学園大学　人文学部心理学科
教授）
加納　誠司（愛知教育大学　生活科教育講座教
授）
斎藤　和志（愛知淑徳大学　心理学部教授）
吉田　貴章（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年10月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭向け

6,000円 250人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504625号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（Ｓ１０）

子どもの自殺のリスクに気付くための視点、持続可能な開
発のための教育（ＥＳＤ）の在り方と進め方、ＩＣＴ活用と情報
モラル、子ども同士の関わらせ方など、学校教育を進める上
での今日的な課題を取り上げ、講義及び演習を行う。

川島　大輔（中京大学　心理学科准教授）
曽我　幸代（名古屋市立大学　人間文化研究科
准教授）
藤谷　浩一（名古屋市教育センター学校情報科
支援部長）
浅野　栄樹（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年10月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭向け

6,000円 250人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504626号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（ＳＫ１）

職種及び担当教科に応じて選択することができるようにす
る。教諭においては、各教科及び各領域の指導の在り方や
その実際並びに、新しい知識や技能に関する事項を、養護
教諭においては、保健指導、保健室経営などについての新
しい知識や技能に関する事項を、栄養教諭においては、食
育指導などについての新しい知識や技能に関する事項を取
り上げ、講義及び演習を行う。なお、受講可能の者は、令和
２年度名古屋市教育センター研修「教育研究員」受講者、か
つ、令和２年度教員免許状更新講習の受講対象者のみとす
る。

山村　伸人（名古屋市教育センター研修部長），犬
飼　雅人（名古屋市教育センター指導主事），山本　
耕司（名古屋市教育センター指導主事），向地　希
美彦（名古屋市教育センター指導主事），伊藤　禎
康（名古屋市教育センター指導主事），吉田　和幸
（名古屋市教育センター指導主事），寳多　孝治
（名古屋市教育センター指導主事），佐村　明生
（名古屋市教育センター指導主事），安武　宏（名
古屋市教育センター指導主事），富所　妙子（名古
屋市教育センター指導主事），塚本　雅子（名古屋
市教育センター指導主事），纐纈　充（名古屋市教
育センター指導主事），高橋　幸久（名古屋市教育
センター指導主事），山口　亮輔（名古屋市教育セ
ンター指導主事），柴田　裕道（名古屋市教育セン
ター指導主事），大川　富（名古屋市教育センター
指導主事），内山　幹夫（名古屋市教育センター指
導主事），吉田　貴章（名古屋市教育センター指導
主事），上川　高史（名古屋市教育センター指導主
事），堀　初恵（名古屋市教育センター指導主
事），纐纈　千春（名古屋市教育センター指導主
事），加藤　秀明（名古屋市教育センター指導主
事），安藤　光代（名古屋市教育センター指導主
事），浅野　栄樹（名古屋市教育センター指導主
事），濱田　尚人（名古屋市教育センター指導主
事），篠田　佳奈子（名古屋市教育センター指導主
事），折谷　亜矢（名古屋市教育センター指導主
事）

愛知県名古屋
市

18時間

令和2年5月1日、
令和2年5月8日、
令和2年5月15日、
令和2年5月29日、
令和2年6月5日、
令和2年6月12日、
令和2年6月19日、
令和2年6月26日、
令和2年7月3日、
令和2年9月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

名古屋市立幼・
小・中・特別支
援・高校に勤務

し、名古屋市教育
センター研修「教
育研究員」受講

者

0円 15人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504627号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（ＳＫ２）

子どもの発達課題の理解、いじめ・不登校・虐待への理解と
対応、カウンセリングの技法を生かした子ども・保護者への
関わり方、子どもを多面的に捉える事例検討の進め方、学
級経営に生かす教育相談活動の進め方とし、それらに関す
る講義及び演習を行う。なお、受講可能の者は、名古屋市
教育センター講座「教育相談基礎講座」を受講し、かつ、令
和2年度に教員免許状更新講習の受講対象者のみとする。

山田　敏晴（名古屋市教育センター指導主事）
纐纈　千春（名古屋市教育センター指導主事）
加藤　秀明（名古屋市教育センター指導主事）
浅野　栄樹（名古屋市教育センター指導主事）
安藤　光代（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

18時間

令和2年7月21日、
令和2年7月27日、
令和2年7月30日、
令和2年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

名古屋市立幼・
小・中・特別支
援・高校に勤務

し、名古屋市教育
センター講座「教
育相談基礎講

座」受講者

0円 60人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504628号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（ＳＫ３）

カウンセリングの技法を生かした子ども・保護者への関わり
方、学級経営に生かす教育相談活動の進め方、教育相談
体制づくりに関する講義及び演習を行う。なお、受講可能の
者は、名古屋市教育センター研修講座「教育相談発展講
座」を受講し、かつ、令和2年度に教員免許状更新講習の受
講対象者のみとする。

山田　敏晴（名古屋市教育センター指導主事）
纐纈　千春（名古屋市教育センター指導主事）
加藤　秀明（名古屋市教育センター指導主事）
浅野　栄樹（名古屋市教育センター指導主事）
安藤　光代（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

18時間

令和2年7月22日、
令和2年7月29日、
令和2年8月4日、
令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

名古屋市立幼・
小・中・特別支
援・高校に勤務

し、名古屋市教育
センター講座「教
育相談発展講

座」受講者

0円 10人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504629号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/
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令和２年度(第２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

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（ＳＫ４）

情報化社会における今日的な課題を理解し、個人情報の適
切な管理や効率的なネットワークの運営・管理について講
義及び演習を行う。なお、受講可能の者は、名古屋市教育
センター講座「ネットワーク運用・管理研修講座」を受講し、
かつ、令和2年度に教員免許状更新講習の受講対象者の
みとする。

浅井　哲也（名古屋市教育センター指導主事）
向地　希美彦（名古屋市教育センター指導主
事）

愛知県名古屋
市

18時間

令和2年5月15日、
令和2年5月22日、
令和2年5月29日、
令和2年6月5日、
令和2年6月12日、
令和2年6月19日、
令和2年6月26日、
令和2年7月3日、
令和2年7月10日、
令和2年9月25日

教諭
養護教

諭

名古屋市立高等
学校に勤務し、名
古屋市教育セン
ター講座「ネット

ワーク運用・管理
研修講座」受講

者

0円 5人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504630号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（ＳＫ５）

発達障害児の行動理解、障害のある子どもと家族への心の
ケア及び学校生活における支援、交流及び共同学習の進
め方、学習支援委員会の活性化、個別の指導計画の立て
方を取り上げ、講義及び演習を行う。なお、受講可能の者
は、名古屋市教育センター講座「特別支援教育推進講座」を
受講し、かつ、令和2年度に教員免許状更新講習の受講対
象者のみとする。

山田　敏晴（名古屋市教育センター教育相談部
長）
濱田　尚人（名古屋市教育センター指導主事）
篠田　佳奈子（名古屋市教育センター指導主
事）
折谷　亜矢（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

18時間

令和2年7月31日、
令和2年8月21日、
令和2年8月28日、
令和2年10月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

名古屋市立幼・
小・中・特別支
援・高校に勤務

し、名古屋市教育
センター講座「特
別支援教育推進

講座」受講者

0円 10人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504631号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（ＳＫ６）

本市の道徳教育について、対話型の道徳授業づくり、年間
を通したカリキュラムづくり、よい授業から学ぶこつなどを取
り上げ、講義及び演習を行う。なお、受講可能の者は、名古
屋市教育センター講座「道徳の授業力アップ講座」を受講
し、かつ、令和2年度に教員免許状更新講習の受講対象者
のみとする。

小島　治彦（指導室指導主事）
吉田　貴章（名古屋市教育センター指導主事）
内山　幹夫（名古屋市教育センター指導主事）
高橋　幸久（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月28日 教諭

名古屋市立小・
中・特別支援学

校に勤務し、名古
屋市教育セン

ター講座「道徳の
授業力アップ講

座」受講者

0円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504632号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（ＳＫ７）

情報教育の今日的課題であるＳＮＳを中心としたネットトラブ
ルについての現状とトラブルへの対策方法や予防策など、
情報モラルの指導方法について取り上げ、講義及び演習を
行う。なお、受講可能の者は、名古屋市教育センター研修
「守ろう！子どもたちをーＳＮＳの危険とその対応ー」を受講
し、かつ、令和2年度に教員免許状更新講習の受講対象者
のみとする。

堀　初恵（名古屋市教育センター指導主事）
浅井　哲也（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

名古屋市立小・
中・特別支援・高
校に勤務し、名古

屋市教育セン
ター研修「守ろ
う！子どもたち

をーＳＮＳの危険
とその対応ー」受

講者

0円 100人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504633号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（ＳＫ８）

高等学校教諭が各教科及び各領域の指導の在り方やその
実際並びに、新しい知識や技能に関する事項を取り上げ、
講義及び演習を行う。なお、受講可能の者は、令和２年度
名古屋市教育センター研修「高等学校学びの変革研修」を
受講し、かつ、令和２年度に教員免許状更新講習の受講対
象者のみとする。

吉田　和幸（名古屋市教育センター指導主事）
大塚　武雄（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

6時間

令和2年5月8日、
令和2年6月12日、
令和2年7月3日、
令和2年10月2日

教諭

名古屋市立高等
学校に勤務し、名
古屋市教育セン
ター研修「高等学
校学びの変革研

修」受講者

0円 10人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504634号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（Ｓ１）

日本語指導を必要とする子どもの実態とその対応、共生社
会の実現に向けたインクルーシブ教育システム構築の現状
とその理解、栄養学の視点に立った食と健康に関する知識
を基にした指導について取り上げ、講義及び演習を行う。

松本　一子（愛知淑徳大学　非常勤講師）
野内　友規（名古屋女子大学　講師）
上原　正子（愛知みずほ短期大学　客員教授）

インターネット 6時間
令和2年7月21日～
令和2年8月21日

教諭
栄養教

諭

教諭、栄養教諭
向け

6,000円 700人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504635号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（Ｓ２）

日本語指導を必要とする子どもの実態とその対応、共生社
会の実現に向けたインクルーシブ教育システム構築の現状
とその理解、幼稚園教育要領を踏まえて幼児教育を進める
上での今日的な課題を取り上げ、講義及び演習を行う。

松本　一子（愛知淑徳大学　非常勤講師）
野内　友規（名古屋女子大学　講師）
平手　咲子（指導室指導主事）

インターネット 6時間
令和2年7月21日～
令和2年8月21日

教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504636号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/
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令和２年度(第２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

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（Ｓ３）

日本語指導を必要とする子どもの実態とその対応、共生社
会の実現に向けたインクルーシブ教育システム構築の現状
とその理解、学校保健情報の把握や保健指導における新し
い知識や技能に関する事項を取り上げ、講義及び演習を行
う。

松本　一子（愛知淑徳大学　非常勤講師）
野内　友規（名古屋女子大学　講師）
林　三奈（学校保健課指導主事）

インターネット 6時間
令和2年7月21日～
令和2年8月21日

教諭
養護教

諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 50人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504637号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（Ｓ４）

臨床心理学的視点を生かした教育相談、途上国支援から考
える教科横断的教育、社会心理学的視点から見た人権問
題とその理解等、学校教育を進める上での今日的な課題を
取り上げ、講義及び演習を行う。

三宅　理子（東海学園大学　人文学部心理学科
教授）
樋口　裕城（名古屋市立大学　経済学部准教
授）
斎藤　和志（愛知淑徳大学　心理学部教授）

インターネット 6時間
令和2年7月21日～
令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭向け

6,000円 800人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504638号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（Ｓ５）

学校段階におけるキャリア教育理論、持続可能な開発のた
めの教育（ＥＳＤ）の在り方と進め方、ＩＣＴ活用と情報モラル
を踏まえた情報教育の効果と指導の在り方等、学校教育を
進める上での今日的な課題を取り上げ、講義及び演習を行
う。

久保田　健市（名古屋市立大学　人間文化研究
科教授）
曽我　幸代（名古屋市立大学　人間文化研究科
准教授）
藤谷　浩一（名古屋市教育センター学校情報化
支援部長）

インターネット 6時間
令和2年7月21日～
令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭向け

6,000円 800人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
504639号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

豊橋市教育委員
会

【選択】教科教育法Ｃ１

　社会科を対象とした教科教育法について研修し、教材研
究のあり方や問題解決学習の工夫、児童生徒支援の方法
など、授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。さらに、
郷土の人・もの・ことに対する児童生徒の愛着心を高められ
る問題解決的な授業づくりの具体的な方法を、研究実践を
もとに学ぶ機会とする。

太田　一郎（学校教育課指導主事） 愛知県豊橋市 6時間 令和2年7月21日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校におい
て社会を担当す

る教諭

5,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504431号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【選択】教師力育成法Ｄ１

　教諭・養護教諭・栄養教諭を対象に、調べ学習を取り入れ
た教科指導や健康（保健）学習、食育の進め方などについ
て、学校図書館司書との連携及び授業への参画のあり方に
ついて実践例を通して学習する。さらに、教育のＩＣＴ化が進
められる中で必要になる情報モラル教育の理論と実践例を
学び、情報教育機器を使っての教科指導、保健学習、食育
等に生かせるようにする。

太田　一郎（学校教育課指導主事）
岩竹　伸治（学校教育課指導主事）

愛知県豊橋市 6時間 令和2年7月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 5,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504432号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【選択】多文化共生・環境教育法
Ｅ１

　本市において増加している外国人児童生徒に対する教育
の充実にむけて、ＪＳＬ評価をもとにした個々の子ども実態
把握と実践的な指導について学ぶ。また、全校体制で地域
の環境を保全していくための学校教育が果たす役割につい
て研修を深め、教育活動に役立てる。

夏目　裕介（学校教育課指導主事）
加藤　貴美子（学校教育課指導主事）

愛知県豊橋市 6時間 令和2年7月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 5,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504433号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【選択】教科教育法Ｆ１

　理科を対象とした教科教育法について研修し、教材研究
のあり方や問題解決学習の工夫、児童生徒支援の方法な
ど、授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。また、
様々な実験を体験し、理科授業への活用を図る。

夏目　裕介（学校教育課指導主事） 愛知県豊橋市 6時間 令和2年7月28日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校におい
て理科を担当す

る教諭

5,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504434号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【選択】健康教育法Ｆ２

　教諭、養護教諭、栄養教諭を対象に、食育の推進を図る
ための学校体制づくりや効果的な指導方法を学ぶとともに、
食物アレルギーを有する児童生徒への適切な対応を行うた
めの学校体制づくりや応急処置（エピペン）の使用方法など
実技を通して学び、健康教育や安全管理についての理解を
深め、教諭・養護教諭・栄養教諭としての資質向上の一助と
する。

川西　せつ子（保健給食課指導主事） 愛知県豊橋市 6時間 令和2年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 5,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504435号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【選択】教科教育法Ｇ１
　算数・数学科を対象とした教科教育法について研修し、教
材研究のあり方や問題解決学習の工夫、児童生徒支援の
方法など、授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。

白井　健（学校教育課指導主事） 愛知県豊橋市 6時間 令和2年7月29日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校におい
て算数・数学を担

当する教諭

5,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504436号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm
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令和２年度(第２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

豊橋市教育委員
会

【選択】プログラミング教育法Ｈ１

　全教諭を対象として、プログラミングが学習指導要領にお
いて必修化された背景の学習や、プログラミングの実践の
紹介等を行ったり、プログラミングの演習を通したりして、プ
ログラミング教育を実践するために必要な基礎的能力の育
成を図る。

岩竹　伸治（学校教育課指導主事） 愛知県豊橋市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭

5,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504437号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【選択】教科教育法Ｉ１
　技術・家庭科を対象とした教科教育法について研修し、教
材研究のあり方や問題解決学習の工夫、児童生徒支援の
方法など、授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。

沖田　典子（学校教育課指導主事） 愛知県豊橋市 6時間 令和2年8月5日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校におい
て技術・家庭科を

担当する教諭

5,000円 20人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504438号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【選択】健康・特別支援教育法Ｊ１

　全教員を対象として、メンタルヘルスや発達障害児童生徒
のよりよい理解について学習する。教職員と児童生徒の心
を健全に保つための事例検討を取り入れたり、発達障害を
もつ児童生徒を全校体制で支援するための組織や具体的
な方法について研修を深めたりすることで、日常の教育活
動に役立てることができるようにする。

加藤　貴美子（学校教育課指導主事）
沖田　典子（学校教育課指導主事）

愛知県豊橋市 6時間 令和2年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 5,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504439号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【選択】教科教育法Ｋ１

　保健体育科を対象とした教科教育法について研修し、実
技伝達講習を通して教材研究のあり方や問題解決学習の
工夫、児童生徒支援の方法など、授業づくりに必要な知識・
技能の習得を図る。

守屋　貴弘（学校教育課指導主事）
住田　政大郎（学校教育課指導主事）

愛知県豊橋市 6時間 令和2年8月17日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校におい
て保健体育を担

当する教諭

5,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504440号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【選択】教科教育法Ｌ１

　グローバル化の進む現代社会に欠かせない外国語（英
語）によるコミュニケーション力を高めるための教育活動の
すすめ方について、特徴的な実践例をもとに学習する。外
国語（英語）教員には、小学校での英語教育との滑らかな接
続を実現するために、他教科の免許状を持つ教員でも小学
校に勤める可能性がある方には、外国語（英語）を指導する
場合の教材研究のあり方や支援の方法など、授業づくりに
必要な知識・技能の習得を図る。

稲田　恒久（学校教育課指導主事） 愛知県豊橋市 6時間 令和2年8月19日 教諭

小中学校で外国
語（英語）を指導
する（見込みも含

む）教諭

5,000円 50人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504441号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【選択】教科教育法Ｍ１

　音楽科担当教員を主な対象とし、教科教育法について研
修し、教材研究のあり方や音楽科における問題解決学習の
工夫、指導理論や実技向上のための効果的な児童生徒支
援の方法など、授業づくりに必要な知識・技能の習得を図
る。

岩竹　伸治（学校教育課指導主事） 愛知県豊橋市 6時間 令和2年8月21日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校におい
て音楽を担当す

る教諭

5,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504442号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【選択】教科教育法Ｍ２

　小学校で必要となる生活科を対象とした教科教育法につ
いて研修し、教材研究のあり方や問題解決学習の工夫、児
童生徒支援の方法など、授業づくりに必要な知識・技能の
習得を図る。さらに、総合的な学習の教育課程上の位置づ
けについて確かめ、各校のカリキュラム作成上のポイントと
具体例について学習を深める。

加藤　貴美子（学校教育課指導主事） 愛知県豊橋市 6時間 令和2年8月21日 教諭

小学校において
生活科・総合的な
学習を担当する

教諭

5,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504443号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【選択】教科教育法Ｎ１

　国語科を対象とした教科教育法について研修し、教材研
究のあり方や問題解決学習の工夫、児童生徒支援の方法
など、授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。また、書
写の指導法について実技研修を通してその指導のあり方を
学習する。

小柳津　清千（学校教育課指導主事） 愛知県豊橋市 6時間 令和2年8月25日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校におい
て国語を担当す

る教諭

5,000円 40人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504444号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【選択】教科教育法Ｏ１

　図工・美術科を対象とした教科教育法について研修し、教
材研究のあり方や問題解決学習の工夫、児童生徒支援の
方法など、授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。ま
た、授業に生かすことのできる鑑賞活動や造形実習の方法
を学び、図工・美術科指導の充実を図る。

伊丹　浩之（学校教育課指導主事） 愛知県豊橋市 6時間 令和2年8月26日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校におい
て図工・美術を担

当する教諭

5,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年4月24日

令02-
50460-
504445号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm
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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

豊田市教育委員
会

【選択】国語科教育

学習指導要領の動向を踏まえた国語科教育のあり方を、分
かりやすく解説する。また、豊田市の国語科教育の現状を
踏まえて、成果と課題を示し、特に言語活動の充実という観
点から今後の学習指導のポイントを学ぶ。なお、小中交流
人事異動の観点から教科は特定しない。

朱山　純子（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年8月3日 教諭
小・中・特別支援
学校教諭向け

600円 50人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504964号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】社会科教育

子どもの思考力、判断力、表現力を養うことを目的とした社
会科教育について講義と演習を通して学ぶ。豊田市の地域
教材を活用したり、有識者と授業者の連携を図ったりするな
ど、魅力ある社会科の授業づくりについて学ぶ。なお、小中
交流人事異動の観点から教科は特定しない。

安井　新弘（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小・中・特別支援
学校教諭向け

600円 40人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504965号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】算数・数学科教育

学習指導要領の動向を踏まえた算数・数学科教育のあり方
について理解を深めた上で、主体的、協働的に学ぶ授業に
ついて、実践事例や実技を交え講習をする。また、思考力・
判断力・表現力を育成するために、どのように数学的に取り
組めばよいかを学ぶ。なお、小中交流人事異動の観点から
教科は特定しない。

清水　康博（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年7月30日 教諭
小・中・特別支援
学校教諭向け

600円 40人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504966号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】理科教育

今、理科の学習に求められていること、理科教育の展望に
ついて学ぶ。そして、学習指導要領を踏まえ、新しい時代に
対応した物理・化学・生物・地学分野の学習の内容、実験・
観察方法について学ぶ。同時に、理科の授業の進め方や指
導方法の工夫についても学ぶ。なお、小中交流人事異動の
観点から教科は特定しない。

梶　久尚（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年7月27日 教諭
小・中・特別支援
学校教諭向け

600円 40人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504967号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】生活科教育

もの作りの実習を通して、生活科の授業に生かせる自然や
物を使った遊びについて学ぶ。また、講義を通して生活科に
おける子どもの気づきを高めるための、具体的な授業のあ
り方や手立て、最新の生活科教育事情等を学ぶ。

鈴木　佳典（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年7月30日 教諭
小・特別支援学

校教諭向け
600円 30人

令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504968号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】音楽科教育

学習指導要領を踏まえた、音楽科の授業の進め方や指導
方法の工夫について、講義や演習を通して明らかにする。
時代に対応した学校現場での指導に役立つ、実技や演習を
組み込んだ授業実践について、具体例を挙げて学ぶ。な
お、小中交流人事異動の観点から教科は特定しない。

蕃　洋一郎（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小・中・特別支援
学校教諭向け

600円 20人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504969号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】図工・美術科教育

学習指導要領の趣旨を踏まえた、美術科の授業の進め方
や指導方法の工夫、評価方法等を具体的な実技を通して明
らかにする。「魅力ある授業」「児童生徒の興味を高め、技
能を伸ばす授業」のために、活動を工夫して授業を進めるポ
イントを具体的に提案しながら講義と実践で学ぶ。なお、小
中交流人事異動の観点から教科は特定しない

岩井　武彦（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小・中・特別支援
学校教諭向け

600円 30人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504970号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】保健体育科教育

これまでの保健体育科教育の課題を踏まえ、学習指導要領
に照らし合わせた発達段階に応じた学習指導のポイントや
具体的な事例を解説したり、提案したりする。また、「体つくり
運動」を中心とした実技を通して、授業で子どもたちが楽し
みながら夢中になって取り組むことができるアイデアを実技
を通して学ぶ。なお、小中交流人事異動の観点から教科は
特定しない。

山田　圭（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年7月29日 教諭
小・中・特別支援
学校教諭向け

600円 40人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504971号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】技術科教育

学習指導要領に対する技術科教育のあり方について、求め
られる方向性を示しながら、授業づくりや学習指導のポイン
トを明らかにする。また、実技を通して教材への迫り方や教
具の活用など、具体的な授業の展開について学ぶ。

近藤　宣広（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年7月28日 教諭

小・中・特別支援
学校教諭で技術
科の免許状を有
する教諭向け

600円 15人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504972号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html
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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

豊田市教育委員
会

【選択】家庭科教育

学習指導要領の動向を踏まえて、 家庭科教育の現状と課
題から、小学校家庭科・中学校技術家庭科（家庭分野）の子
ども主体の授業づくりの方法や、教材研究の観点について
学ぶ。実技を取り入れて、すぐに授業に生かせる実践につ
いて学ぶ。なお、小中交流人事異動の観点から教科は特定
しない。

山本　雅世子（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小・中・特別支援
学校教諭向け

600円 15人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504973号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】小学校外国語活動・英語
科教育

小学校外国語活動・英語科教育の現状と課題、並びに学習
指導要領の趣旨を踏まえ、小学校外国語活動と英語科教
育の新たな課題を把握し、具体的な例をあげながら学習指
導のポイントを明らかにし、よりよい指導のあり方を学ぶ。な
お、小中交流人事異動の観点から教科は特定しない。

松本　享子（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小・中・特別支援
学校教諭向け

600円 30人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504974号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】特別活動

子どもの夢や希望を育むためのキャリア教育について学
ぶ。また、楽しく豊かに子どもが生活できる学級づくりや学校
づくり、子どもの絆を強めるために特別活動が果たすべき役
割やあり方について、具体的な実践例を交えて学ぶ。

杉山　和弘（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小・中・特別支援
学校教諭向け

600円 60人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504975号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】総合的な学習

主体的で対話的な深い学びについて理解を深め、課題設定
の仕方や活動・学習の進め方・探究的な学習になるための
教師の支援のあり方について学ぶ。また、学習指導要領に
沿った、より効果的な指導を行うためのポイントを学ぶ。

山上　裕司（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年7月28日 教諭
小・中・特別支援
学校教諭向け

600円 40人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504976号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】生徒指導

人間の脳の進化のしくみを振り返りながら、コミュニティーや
攻撃性について考えたり、いじめ防止や社会適応性向上の
ために、子どもとの関わり方を考える。最新の情報をもとに
生徒指導の現状と課題を明らかにし、具体的な事例をもと
に、よりよい生徒指導のあり方について学ぶ。

岸本　勝史（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・特別支援
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

600円 80人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504977号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】図書館指導

学校図書館の果たす役割を踏まえ、これからの読書活動支
援・学習活動支援のために必要な内容について学ぶ。読書
指導の工夫改善や学習情報センターとしての活用法、学校
図書館司書及び公共図書館との連携等について、具体的
な事例や実技研修を通して学ぶ。

田口　真穂（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年7月30日 教諭
小・中・特別支援
学校教諭向け

600円 50人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504978号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】養護・保健①

子どもたちの心身の健康問題に適切に対応していくために
必要な知識、技能の習得を目指す。組織的な活動を促すコ
ミュニケーション能力や保健室経営のあり方や、生活リズム
とメディアコントロールの指導について学ぶ。

岩月　由紀子（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年8月4日
養護教

諭
養護教諭向け 600円 20人

令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504979号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】養護・保健②

生活習慣や食生活の変化に伴う子どもの生活の変化を捉
え、小児メタボリックシンドロームの予防や、その他の生活
習慣の改善に向けて、小・中学生の特徴に合わせたアプ
ローチについて学ぶ。また、食と親の養育、子どもの育ちに
ついても学ぶ。

北島　加奈子（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・特別支援
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

600円 30人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504980号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】食育

よりよい食生活を通して健康な心と体を育てることができる
ように、食育に関する理解を深め、実技を通して授業に生か
せる実践について考察する。効果的な教材づくりについて
講義と実技で考察し、実践化を図る。また、それぞれが行っ
ている食育活動を吟味し、食育のもつ可能性について学
ぶ。

河原　佳代子（学校教育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・特別支援
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

600円 50人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504981号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】幼稚園教育①

子どもは、周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもってか
かわり、自分の生活や遊びに取り入れていくことを通して発
達していく。保育者は、子どもが園内外の様々な環境にか
かわり豊かな体験ができるよう計画的に環境構成をすること
が大切である。子どもが自ら考え主体的に行動できるため
の環境と援助について学ぶ。

青木　美鈴（豊田市子ども部保育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年7月31日 教諭

幼稚園教諭・幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

向け

600円 160人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504982号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html
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令和２年度(第２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

豊田市教育委員
会

【選択】幼稚園教育②

時代の変化に伴い、子どもを取り巻く環境も急速に変化して
いる。そのような中、子どもの健やかな心身の発育・発達に
向けて対応するために必要な知識や技能の習得を目指す。
また、家庭と園とが協力するために、保護者対応について
考える。

青木　美鈴（豊田市子ども部保育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年8月5日 教諭

幼稚園教諭・幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

向け

600円 160人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504983号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】幼稚園教育③

子どもが主体的に楽しく園生活を送るために必要な知識を
身に付け、実際の保育場面でどのように活用するのかとい
うことについて講義から学ぶ。講義を受け、教材選択や活用
事例などについての具体的な実技研修を行い、指導力向上
を図る。

青木　美鈴（豊田市子ども部保育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年8月6日 教諭

幼稚園教諭・幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

向け

600円 160人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504984号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

豊田市教育委員
会

【選択】幼稚園教育（食育）

よりよい食生活を通して健康な心と体を育てることができる
ように、食育に関する理解を深め、実技を通して授業に生か
せる実践について考察する。効果的な教材づくりについて
考察し、実践化を図る。また、それぞれが行っている食育活
動を吟味し、食育のもつ可能性について学ぶ。

青木　美鈴（豊田市子ども部保育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和2年8月7日 教諭

幼稚園教諭・幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

向け

600円 160人
令和2年4月6日～
令和2年4月22日

令02-
50462-
504985号

0565-48-2051

https://www.city.toyota
.aichi.jp/shisei/soshiki/
gakkoukyoiku/1004568.
html

京都府教育委員
会

【選択】学びづくりのカリキュラム・
マネジメント講座

各学校・園における学習活動を実施・企画するために必要
なカリキュラム・マネジメントの理論と方法について、講義や
演習を通して実践的に学ぶ。学級づくりや授業づくり、学び
の環境づくりに幅広くつながる内容の講習のため、全教員を
対象として実施し、学校・園での実践につなげるものとする。

森山　隆仁（研究主事兼指導主事）
小林　園（主任研究主事兼指導主事）

京都府綾部市 6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 100人
令和2年4月6日～
令和2年4月15日

令02-
50510-
505272号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】育ちと学びをつなぐ幼児
教育＆生活科講座Ⅰ

各園・学校における幼児教育及び生活科の正しい理解とそ
の重要性について、講義を通して認識を深める。さらに演習
では、校種間の接続・連携の在り方や具体的な方策につい
て実践的に学ぶ。多様な校種の教員が受講することにより
校種間連携を深めるとともに、各園・学校における教育実践
の向上につなげるものとする。主として教諭を対象とする内
容であるが、京都府においては幼児教育の充実を重点施策
としており、全教員で子どもの学びを支援する「チーム学校」
の観点を重視することから養護教諭、栄養教諭も受講対象
とする。

杉本　里佳（主任研究主事兼指導主事）
松村　正美（主任研究主事兼指導主事）

京都府綾部市 6時間 令和2年7月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教員（幼稚園、幼
保連携型認定こ
ども園、小学校、
義務教育学校、
特別支援学校）

0円 100人
令和2年4月6日～
令和2年4月15日

令02-
50510-
505273号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】人権教育講座Ⅰ－多様な
性に対する理解－

各学校・園において、LGBT等性的マイノリティに係る正しい
理解と現状についての認識を深め、講義や演習を通して、
学校における性的マイノリティに係る児童生徒への具体的
な支援の在り方について学ぶ。本人の自覚や告知が難しい
特性から、全教員を対象として実施し、学校・園での早急な
実践につなげるものとする。

杉本　里佳（主任研究主事兼指導主事）
松村　正美（主任研究主事兼指導主事）

京都府綾部市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 100人
令和2年4月6日～
令和2年4月15日

令02-
50510-
505274号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】中堅教諭等資質向上研
修Ⅱ

学習指導要領改訂の趣旨の理解を通して、子どもたちに求
められる資質・能力を育成するための理論と実践を学ぶ。学
校から社会に居場所を移したときに求められる力と、それを
見極めることができる人づくりに向けた学習スタイルの構築
やカリキュラム・マネジメントの在り方等について考える。

椹木　高弘（主任研究主事兼指導主事）
入矢　完（主任研究主事兼指導主事）

京都府京都市 6時間 令和2年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 100人
令和2年4月6日～
令和2年4月15日

令02-
50510-
505275号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】中堅教諭等資質向上研
修Ⅲ

学校組織マネジメントについて理解するとともに、学校組織
改善へのミドルリーダーとしてのアプローチ方法を学び、指
導力の向上を図る。また、学校における組織マネジメントの
全体像について理解するとともに、ミドルリーダーに期待さ
れる役割や考え方について学び、スクールマネジメントプラ
ンに貢献するための、目指すミドルリーダー像を明確にし、
実践への展望をもつようにする。

入矢　完（主任研究主事兼指導主事）
椹木　高弘（主任研究主事兼指導主事）

京都府京都市 6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 100人
令和2年4月6日～
令和2年4月15日

令02-
50510-
505276号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center
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令和２年度(第２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

京都府教育委員
会

【選択】キャリア教育講座－学校
で学ぶことと社会との接続を考え
る－

新学習指導要領に沿った児童生徒の発達段階に応じた組
織的・系統的なキャリア教育の推進に向けて、その意義、方
向性及び取組事例について学びを深める。さらに演習を通
して、企業が実践するキャリア教育、キャリア教育の実践
例、キャリア教育の視点を入れた教科指導の在り方を学
ぶ。主として教諭を対象とする内容であるが、京都府におい
ては全教員で子どもの学びを支援する「チーム学校」の観点
を重視することから養護教諭、栄養教諭も受講対象とする。

大槻　裕代（研究主事兼指導主事）
磯田　修平（主任研究主事兼指導主事）

京都府京都市 6時間 令和2年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 100人
令和2年4月6日～
令和2年4月15日

令02-
50510-
505277号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】教育相談＜初級＞講座
－児童生徒理解と関わり－

教職員として身に付けたい教育相談の基礎を学ぶ。また、
ロールプレイを通して児童生徒のこころを感じ、共感的に理
解することの大切さについて考えることで、児童生徒理解の
力量の向上を図る。児童生徒に関わる全ての教員を受講対
象とする。

村瀬　敏則（主任研修主事兼指導主事）
服部　康子（主任研修主事兼指導主事）

京都府綾部市 6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 100人
令和2年4月6日～
令和2年4月15日

令02-
50510-
505278号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】特別支援教育「読み書き
に困難のある児童生徒への指
導・支援」講座

発達障害等により読み書きに困難のある児童生徒の困難さ
の背景や、児童生徒の学び方に応じた効果的な指導・支援
についての理解を深める。教諭を主な対象とした内容であ
るが、発達障害さらには読み書きの困難さを理解し適切に
支援することは、全教員に求められるため、全教員を対象と
して実施する。

渡辺　育代（研究主事兼指導主事）
南田　高典（研究主事兼指導主事）
下野　恵子（特別支援教育部長）

京都府京都市 6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 100人
令和2年4月6日～
令和2年4月15日

令02-
50510-
505279号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】子どもの貧困と学習支援
講座

講義・研究協議等を通して、子どもの貧困問題を認識し支援
するために、学校が取り組むべき支援の流れと具体的方策
等について理解を深める。幼児教育の質の向上、地域に開
かれた子どもの貧困対策のプラットホームとしての学校指
導・運営体制の構築、学校教育における学力保障等、全職
員で取り組むべき教育課題を学ぶ講習のため、全教職員を
対象とする。

小林　園（主任研究主事兼指導主事）
森山　隆仁（研究主事兼指導主事）

京都府綾部市 6時間 令和2年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 100人
令和2年4月6日～
令和2年4月15日

令02-
50510-
505280号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】情報教育講座
新学習指導要領にある情報活用能力の育成のために、
様々な視点から情報教育の数多くの知見について話を聞
き、今後の学校現場での指導に役立てる。

平野　学（研究主事兼指導主事）
林　博之（研究主事兼指導主事）

京都府京都市 6時間 令和2年7月22日 教諭

教諭（小学校、中
学校、義務教育

学校、高等学校、
特別支援学校）

0円 100人
令和2年4月6日～
令和2年4月15日

令02-
50510-
505281号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

奈良県教育委員
会

【選択】小学校「プログラミング教
育・ICT活用」

　すべての教員に必要となるICTを活用した教育の指導力を
高め、新学習指導要領で必修化されたプログラミング教育
を生かした教育実践を行うために、実践共有やプログラミン
グ体験などをとおして、各教科等の指導や保健・安全、栄養
等に関する指導などにICTを生かす指導法を習得する。ま
た、児童に情報活用能力を身に付けさせるために必要とな
る教材の効果的な活用について考え、プログラミング教育
及びICT活用教育の指導力を向上させる。

小﨑　誠二（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　主幹）
飯田　潔（奈良県立教育研究所教科・情報研究
部　ICT教育係長兼指導主事）
陀安　龍也（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
堀山　佳則（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

0円 72人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503847号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】小学校「小学校英語・外
国語活動」

　新学習指導要領における外国語科、外国語活動の授業づ
くりの在り方に関する講義・演習を行う。また授業の流れ（年
間指導計画や、単元計画、指導案等の授業の組み立て方）
についてや、教員自身の指導力を高める事項について、文
部科学省新教材に対応した県教育委員会作成のビデオ教
材を活用して講義・演習を行う。

陀安　龍也（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
杉浦　朝香（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
森田　純司（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
川﨑　崇（学校教育課　指導主事）
松本　彩恵（学校教育課　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年7月30日 教諭
県内の公立学校
に勤務する小学

校教諭
0円 40人

令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503848号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/
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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

奈良県教育委員
会

【選択】小学校・中学校「道徳教
育」

　新学習指導要領を踏まえ、「特別の教科　道徳」を要として
学校教育全体を通じて行う道徳教育の目標や内容、育成を
目指す資質・能力、道徳教育の推進の在り方等について、
講義などを行うことにより理解を深める。また、道徳科の特
質を生かした計画的・発展的な指導や、多様な考え方を生
かすための言語活動、問題解決的な学習など多様な方法を
取り入れた指導及び道徳科における評価の基本的な考え
方などについて、講義や演習を行うことにより指導力の向上
を図る。

荒木　篤人（学校教育課　主幹）
丹下　博幸（学校教育課　指導主事）
平松　康明（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
廣野　泰清（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年7月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、中学校

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 30人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503849号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】中学校・高等学校・特別
支援学校「ICT活用」

　異なる多様な知を結び付けながら新たな付加価値を生み
出す創造的な活動を行うことができる人材を育成する教育
を実践するため、体験的・問題解決的な学習を重視する視
点からの効果的なICTを活用した学習方法や、個々の子ど
もの習熟度等に応じたICTの活用等を通じて、必要な資質・
能力を確実かつ効果的に育む指導力を身に付ける。

小﨑　誠二（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　主幹）
飯田　潔（奈良県立教育研究所教科・情報研究
部ICT教育係長兼指導主事）
陀安　龍也（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
堀山　佳則（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する中学
校教諭、高等学
校教諭、特別支
援学校教諭、養
護教諭、栄養教

諭

0円 72人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503850号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】幼稚園等・特別支援学校
「教育相談～生徒指導・発達障
害等の理解の視点から～」

　発達障害等のある幼児の事例からその背景や原因となる
情報を引き出すことを通して、幼稚園児等が抱える問題点を
明らかにし、課題解決に向けた対応策について考える。ま
た、いじめや不登園をはじめとする問題行動を示す幼児の
現状や指導・支援の在り方、園内外の様々な機関等との連
携について、開発的教育相談の意義や知識、その一例とし
てのストレスマネジメントの取組などについて学ぶ。

中井　和代（奈良県立教育研究所特別支援教
育部　部長）
大谷　啓之（奈良県立教育研究所特別支援教
育部　特別支援教育係長兼指導主事）
増田　薫（奈良県立教育研究所特別支援教育
部　指導主事）
佐藤　真佐代（奈良県立教育研究所特別支援
教育部　指導主事）
辻　誠（生徒指導支援室　教育相談係長兼指導
主事）
應武　博之（生徒指導支援室　指導主事）
香美　美穂（生徒指導支援室　指導主事）
守田　華保（生徒指導支援室　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立園に
勤務する幼保連
携型認定こども
園教諭・幼稚園
教諭、県内の公
立学校に勤務す
る特別支援学校
教諭（幼稚部担

当教諭）、養護教
諭、栄養教諭

0円 40人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503851号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】小学校・特別支援学校
「教育相談～生徒指導・発達障
害等の理解の視点から～」

　発達障害等のある児童の事例からその背景や原因となる
情報を引き出すことを通して、小学生が抱える問題点を明ら
かにし、課題解決に向けた対応策について考える。また、い
じめや不登校をはじめとする問題行動を示す児童の現状や
指導・支援の在り方、学校内外の様々な機関等との連携に
ついて、開発的教育相談の意義や知識、その一例としての
ストレスマネジメントの取組などについて学ぶ。

中井　和代（奈良県立教育研究所特別支援教
育部　部長）
大谷　啓之（奈良県立教育研究所特別支援教
育部　特別支援教育係長兼指導主事）
増田　薫（奈良県立教育研究所特別支援教育
部　指導主事）
佐藤　真佐代（奈良県立教育研究所特別支援
教育部　指導主事）
辻　誠（生徒指導支援室　教育相談係長兼指導
主事）
應武　博之（生徒指導支援室　指導主事）
香美　美穂（生徒指導支援室　指導主事）
守田　華保（生徒指導支援室　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、特別支
援学校教諭（小

学部担当教諭）、
養護教諭、栄養

教諭

0円 40人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503852号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/
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令和２年度(第２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

奈良県教育委員
会

【選択】中学校・高等学校・特別
支援学校「教育相談～生徒指
導・発達障害等の理解の視点か
ら～」

　発達障害等のある生徒の事例からその背景や原因となる
情報を引き出すことを通して、中学生・高校生が抱える問題
点を明らかにし、課題解決に向けた対応策について考え
る。また、いじめや不登校をはじめとする問題行動を示す生
徒の現状や指導・支援の在り方、学校内外の様々な機関等
との連携について、開発的教育相談の意義や知識、その一
例としてのストレスマネジメントの取組などについて学ぶ。

中井　和代（奈良県立教育研究所特別支援教
育部　部長）
大谷　啓之（奈良県立教育研究所特別支援教
育部　特別支援教育係長兼指導主事）
増田　薫（奈良県立教育研究所特別支援教育
部　指導主事）
佐藤　真佐代（奈良県立教育研究所特別支援
教育部　指導主事）
辻　誠（生徒指導支援室　教育相談係長兼指導
主事）
應武　博之（生徒指導支援室　指導主事）
香美　美穂（生徒指導支援室　指導主事）
守田　華保（生徒指導支援室　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する中学
校教諭、高等学
校教諭、特別支
援学校教諭（中
学部、高等部担
当）、養護教諭、

栄養教諭

0円 40人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503853号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】小学校「プログラミング教
育・ICT活用」

　すべての教員に必要となるICTを活用した教育の指導力を
高め、新学習指導要領で必修化されたプログラミング教育
を生かした教育実践を行うために、実践共有やプログラミン
グ体験などをとおして、各教科等の指導や保健・安全、栄養
等に関する指導などにICTを生かす指導法を習得する。ま
た、児童に情報活用能力を身に付けさせるために必要とな
る教材の効果的な活用について考え、プログラミング教育
及びICT活用教育の指導力を向上させる。

小﨑　誠二（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　主幹）
飯田　潔（奈良県立教育研究所教科・情報研究
部　ICT教育係長兼指導主事）
陀安　龍也（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
堀山　佳則（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

0円 72人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503854号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】小学校「プログラミング教
育・ICT活用」

　すべての教員に必要となるICTを活用した教育の指導力を
高め、新学習指導要領で必修化されたプログラミング教育
を生かした教育実践を行うために、実践共有やプログラミン
グ体験などをとおして、各教科等の指導や保健・安全、栄養
等に関する指導などにICTを生かす指導法を習得する。ま
た、児童に情報活用能力を身に付けさせるために必要とな
る教材の効果的な活用について考え、プログラミング教育
及びICT活用教育の指導力を向上させる。

小﨑　誠二（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　主幹）
飯田　潔（奈良県立教育研究所教科・情報研究
部　ICT教育係長兼指導主事）
陀安　龍也（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
堀山　佳則（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

0円 72人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503855号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】小学校「小学校英語・外
国語活動」

　新学習指導要領における外国語科、外国語活動の授業づ
くりの在り方に関する講義・演習を行う。また授業の流れ（年
間指導計画や、単元計画、指導案等の授業の組み立て方）
についてや、教員自身の指導力を高める事項について、文
部科学省新教材に対応した県教育委員会作成のビデオ教
材を活用して講義・演習を行う。

陀安　龍也（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
杉浦　朝香（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
森田　純司（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
川﨑　崇（学校教育課　指導主事）
松本　彩恵（学校教育課　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月5日 教諭
県内の公立学校
に勤務する小学

校教諭
0円 40人

令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503856号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】小学校「小学校英語・外
国語活動」

　新学習指導要領における外国語科、外国語活動の授業づ
くりの在り方に関する講義・演習を行う。また授業の流れ（年
間指導計画や、単元計画、指導案等の授業の組み立て方）
についてや、教員自身の指導力を高める事項について、文
部科学省新教材に対応した県教育委員会作成のビデオ教
材を活用して講義・演習を行う。

陀安　龍也（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
杉浦　朝香（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
森田　純司（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
川﨑　崇（学校教育課　指導主事）
松本　彩恵（学校教育課　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月18日 教諭
県内の公立学校
に勤務する小学

校教諭
0円 40人

令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503857号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/
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令和２年度(第２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

奈良県教育委員
会

【選択】小学校・中学校「道徳教
育」

　新学習指導要領を踏まえ、「特別の教科　道徳」を要として
学校教育全体を通じて行う道徳教育の目標や内容、育成を
目指す資質・能力、道徳教育の推進の在り方等について、
講義などを行うことにより理解を深める。また、道徳科の特
質を生かした計画的・発展的な指導や、多様な考え方を生
かすための言語活動、問題解決的な学習など多様な方法を
取り入れた指導及び道徳科における評価の基本的な考え
方などについて、講義や演習を行うことにより指導力の向上
を図る。

荒木　篤人（学校教育課　主幹）
丹下　博幸（学校教育課　指導主事）
平松　康明（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
廣野　泰清（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、中学校

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 30人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503858号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】小学校・中学校「道徳教
育」

　新学習指導要領を踏まえ、「特別の教科　道徳」を要として
学校教育全体を通じて行う道徳教育の目標や内容、育成を
目指す資質・能力、道徳教育の推進の在り方等について、
講義などを行うことにより理解を深める。また、道徳科の特
質を生かした計画的・発展的な指導や、多様な考え方を生
かすための言語活動、問題解決的な学習など多様な方法を
取り入れた指導及び道徳科における評価の基本的な考え
方などについて、講義や演習を行うことにより指導力の向上
を図る。

荒木　篤人（学校教育課　主幹）
丹下　博幸（学校教育課　指導主事）
平松　康明（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
廣野　泰清（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、中学校

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 30人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503859号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】小学校・中学校「道徳教
育」

　新学習指導要領を踏まえ、「特別の教科　道徳」を要として
学校教育全体を通じて行う道徳教育の目標や内容、育成を
目指す資質・能力、道徳教育の推進の在り方等について、
講義などを行うことにより理解を深める。また、道徳科の特
質を生かした計画的・発展的な指導や、多様な考え方を生
かすための言語活動、問題解決的な学習など多様な方法を
取り入れた指導及び道徳科における評価の基本的な考え
方などについて、講義や演習を行うことにより指導力の向上
を図る。

荒木　篤人（学校教育課　主幹）
丹下　博幸（学校教育課　指導主事）
平松　康明（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
廣野　泰清（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、中学校

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 30人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503860号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】小学校・中学校「道徳教
育」

　新学習指導要領を踏まえ、「特別の教科　道徳」を要として
学校教育全体を通じて行う道徳教育の目標や内容、育成を
目指す資質・能力、道徳教育の推進の在り方等について、
講義などを行うことにより理解を深める。また、道徳科の特
質を生かした計画的・発展的な指導や、多様な考え方を生
かすための言語活動、問題解決的な学習など多様な方法を
取り入れた指導及び道徳科における評価の基本的な考え
方などについて、講義や演習を行うことにより指導力の向上
を図る。

荒木　篤人（学校教育課　主幹）
丹下　博幸（学校教育課　指導主事）
平松　康明（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
廣野　泰清（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、中学校

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 30人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503861号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】小学校・中学校「道徳教
育」

　新学習指導要領を踏まえ、「特別の教科　道徳」を要として
学校教育全体を通じて行う道徳教育の目標や内容、育成を
目指す資質・能力、道徳教育の推進の在り方等について、
講義などを行うことにより理解を深める。また、道徳科の特
質を生かした計画的・発展的な指導や、多様な考え方を生
かすための言語活動、問題解決的な学習など多様な方法を
取り入れた指導及び道徳科における評価の基本的な考え
方などについて、講義や演習を行うことにより指導力の向上
を図る。

荒木　篤人（学校教育課　主幹）
丹下　博幸（学校教育課　指導主事）
平松　康明（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
廣野　泰清（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、中学校

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 30人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503862号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】小学校・中学校「道徳教
育」

　新学習指導要領を踏まえ、「特別の教科　道徳」を要として
学校教育全体を通じて行う道徳教育の目標や内容、育成を
目指す資質・能力、道徳教育の推進の在り方等について、
講義などを行うことにより理解を深める。また、道徳科の特
質を生かした計画的・発展的な指導や、多様な考え方を生
かすための言語活動、問題解決的な学習など多様な方法を
取り入れた指導及び道徳科における評価の基本的な考え
方などについて、講義や演習を行うことにより指導力の向上
を図る。

荒木　篤人（学校教育課　主幹）
丹下　博幸（学校教育課　指導主事）
平松　康明（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
廣野　泰清（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、中学校

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 30人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503863号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/
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令和２年度(第２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

奈良県教育委員
会

【選択】小学校・中学校「道徳教
育」

　新学習指導要領を踏まえ、「特別の教科　道徳」を要として
学校教育全体を通じて行う道徳教育の目標や内容、育成を
目指す資質・能力、道徳教育の推進の在り方等について、
講義などを行うことにより理解を深める。また、道徳科の特
質を生かした計画的・発展的な指導や、多様な考え方を生
かすための言語活動、問題解決的な学習など多様な方法を
取り入れた指導及び道徳科における評価の基本的な考え
方などについて、講義や演習を行うことにより指導力の向上
を図る。

荒木　篤人（学校教育課　主幹）
丹下　博幸（学校教育課　指導主事）
平松　康明（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
廣野　泰清（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、中学校

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 30人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503864号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】小学校・中学校「道徳教
育」

　新学習指導要領を踏まえ、「特別の教科　道徳」を要として
学校教育全体を通じて行う道徳教育の目標や内容、育成を
目指す資質・能力、道徳教育の推進の在り方等について、
講義などを行うことにより理解を深める。また、道徳科の特
質を生かした計画的・発展的な指導や、多様な考え方を生
かすための言語活動、問題解決的な学習など多様な方法を
取り入れた指導及び道徳科における評価の基本的な考え
方などについて、講義や演習を行うことにより指導力の向上
を図る。

荒木　篤人（学校教育課　主幹）
丹下　博幸（学校教育課　指導主事）
平松　康明（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
廣野　泰清（奈良県立教育研究所教育経営部　
指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、中学校

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 30人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503865号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】中学校・高等学校・特別
支援学校「ICT活用」

　異なる多様な知を結び付けながら新たな付加価値を生み
出す創造的な活動を行うことができる人材を育成する教育
を実践するため、体験的・問題解決的な学習を重視する視
点からの効果的なICTを活用した学習方法や、個々の子ど
もの習熟度等に応じたICTの活用等を通じて、必要な資質・
能力を確実かつ効果的に育む指導力を身に付ける。

小﨑　誠二（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　主幹）
飯田　潔（奈良県立教育研究所教科・情報研究
部ICT教育係長兼指導主事）
陀安　龍也（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
岩田　幸久（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）
堀山　佳則（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する中学
校教諭、高等学
校教諭、特別支
援学校教諭、養
護教諭、栄養教

諭

0円 72人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503866号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】幼稚園等・特別支援学校
「教育相談～生徒指導・発達障
害等の理解の視点から～」

　発達障害等のある幼児の事例からその背景や原因となる
情報を引き出すことを通して、幼稚園児等が抱える問題点を
明らかにし、課題解決に向けた対応策について考える。ま
た、いじめや不登園をはじめとする問題行動を示す幼児の
現状や指導・支援の在り方、園内外の様々な機関等との連
携について、開発的教育相談の意義や知識、その一例とし
てのストレスマネジメントの取組などについて学ぶ。

中井　和代（奈良県立教育研究所特別支援教
育部　部長）
大谷　啓之（奈良県立教育研究所特別支援教
育部　特別支援教育係長兼指導主事）
増田　薫（奈良県立教育研究所特別支援教育
部　指導主事）
佐藤　真佐代（奈良県立教育研究所特別支援
教育部　指導主事）
辻　誠（生徒指導支援室　教育相談係長兼指導
主事）
應武　博之（生徒指導支援室　指導主事）
香美　美穂（生徒指導支援室　指導主事）
守田　華保（生徒指導支援室　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立園に
勤務する幼保連
携型認定こども
園教諭・幼稚園
教諭、県内の公
立学校に勤務す
る特別支援学校
教諭（幼稚部担

当教諭）、養護教
諭、栄養教諭

0円 40人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503867号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

奈良県教育委員
会

【選択】小学校・特別支援学校
「教育相談～生徒指導・発達障
害等の理解の視点から～」

　発達障害等のある児童の事例からその背景や原因となる
情報を引き出すことを通して、小学生が抱える問題点を明ら
かにし、課題解決に向けた対応策について考える。また、い
じめや不登校をはじめとする問題行動を示す児童の現状や
指導・支援の在り方、学校内外の様々な機関等との連携に
ついて、開発的教育相談の意義や知識、その一例としての
ストレスマネジメントの取組などについて学ぶ。

中井　和代（奈良県立教育研究所特別支援教
育部　部長）
大谷　啓之（奈良県立教育研究所特別支援教
育部　特別支援教育係長兼指導主事）
増田　薫（奈良県立教育研究所特別支援教育
部　指導主事）
佐藤　真佐代（奈良県立教育研究所特別支援
教育部　指導主事）
辻　誠（生徒指導支援室　教育相談係長兼指導
主事）
應武　博之（生徒指導支援室　指導主事）
香美　美穂（生徒指導支援室　指導主事）
守田　華保（生徒指導支援室　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する小学
校教諭、特別支
援学校教諭（小

学部担当教諭）、
養護教諭、栄養

教諭

0円 40人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503868号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/
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令和２年度(第２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

奈良県教育委員
会

【選択】中学校・高等学校・特別
支援学校「教育相談～生徒指
導・発達障害等の理解の視点か
ら～」

　発達障害等のある生徒の事例からその背景や原因となる
情報を引き出すことを通して、中学生・高校生が抱える問題
点を明らかにし、課題解決に向けた対応策について考え
る。また、いじめや不登校をはじめとする問題行動を示す生
徒の現状や指導・支援の在り方、学校内外の様々な機関等
との連携について、開発的教育相談の意義や知識、その一
例としてのストレスマネジメントの取組などについて学ぶ。

中井　和代（奈良県立教育研究所特別支援教
育部　部長）
大谷　啓之（奈良県立教育研究所特別支援教
育部　特別支援教育係長兼指導主事）
増田　薫（奈良県立教育研究所特別支援教育
部　指導主事）
佐藤　真佐代（奈良県立教育研究所特別支援
教育部　指導主事）
辻　誠（生徒指導支援室　教育相談係長兼指導
主事）
應武　博之（生徒指導支援室　指導主事）
香美　美穂（生徒指導支援室　指導主事）
守田　華保（生徒指導支援室　指導主事）

奈良県磯城郡
田原本町

6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

県内の公立学校
に勤務する中学
校教諭、高等学
校教諭、特別支
援学校教諭（中
学部、高等部担
当）、養護教諭、

栄養教諭

0円 40人
令和2年4月11日～
令和2年5月13日

令02-
50570-
503869号

0744-33-8905
http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校　道徳

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

堀田　竜次（義務教育課指導主事）
加藤　淳一（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月29日 教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 40人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504642号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校　総合的な学習の
時間

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校の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。

久米田　恭子（鹿児島市教育委員会学校教育
課指導主事）
濵屋　夏美（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 令和2年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭，特
別支援学校教

諭，養護教諭，栄
養教諭

0円 20人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504643号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校　特別活動

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

内　祥一郎（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
石川　雅仁（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
島市

6時間 令和2年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭，特
別支援学校教

諭，養護教諭，栄
養教諭

0円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504644号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校　生徒指導

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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・演習
を行う。

梶原　淳（鹿児島県総合教育センター教育相談
課研究主事）
塚元　宏雄（鹿児島県総合教育センター教育相
談課長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭，特
別支援学校教

諭，養護教諭，栄
養教諭

0円 40人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504645号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校　学級経営

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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，個々の実践事例を基に，指導上の課題と改善
策について協議する。

神田　圭（鹿児島市教育委員会学校教育課指
導主事）
永田　佳子（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 令和2年7月29日 教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 40人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504646号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校・特別支援学校　
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）
該当者及び本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，小学
校・特別支援学校の授業や学校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・演習を行う。

上西　由美子（鹿児島県総合教育センター教育
相談課係長（研究主事））
塚元　宏雄（鹿児島県総合教育センター教育相
談課長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭，特
別支援学校教

諭，養護教諭，栄
養教諭

0円 40人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504647号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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令和２年度(第２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

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校・特別支援学校　
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）
該当者及び本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，
小学校・特別支援学校の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。

木田　博（鹿児島県総合教育センター情報教育
研修課研究主事）
木原　敏行（鹿児島県総合教育センター情報教
育研修課長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月29日 教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 20人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504648号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校　国語

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

石川　雅仁（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
小野　修（鹿児島県総合教育センター教科教育
研修課係長（研究主事））

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504649号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校　社会

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本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。

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）
㞍無濵　正和（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
島市

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504650号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校　算数

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

植元　裕次（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
本山　和仁（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
島市

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 40人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504651号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校　理科

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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）
内　祥一郎（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
島市

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 20人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504652号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校　生活

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，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
の生活科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

大原　暁子（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）
牧野田　弘一（義務教育課主任指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504653号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校　音楽

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

中山　拓郎（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）
湯之前　学（義務教育課主任指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504654号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校　図画工作

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

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）
德重　正宏（義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 20人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504655号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校　家庭

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

棈松　真由（鹿児島県総合教育センター企画課
研究主事）
税所　篤代（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 10人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504656号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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令和２年度(第２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

鹿児島県教育委
員会

【選択】特別支援教育　通常の学
級における指導・支援

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校における発達障害に関する理解や具
体的な指導・支援の在り方に関する研修を行い，指導力の
向上を目指す。

鎌田　志穂（鹿児島県総合教育センター特別支
援教育研修課研究主事）
宇田　学治（鹿児島県総合教育センター特別支
援教育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭，特
別支援学校教

諭，養護教諭，栄
養教諭

0円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504657号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】特別支援学校・特別支援
学級における指導・支援

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，特別支援学校や特別支援学級における障害
のある幼児児童生徒の心理や教育課程，指導法に関する
研修を行い，障害のある幼児児童生徒への教育に携わる
教員としての専門性の向上を目指す。

阿久根　剛（鹿児島県総合教育センター特別支
援教育研修課研究主事）
吉川　祐一（鹿児島県総合教育センター特別支
援教育研修課係長（研究主事））

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504658号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】小学校・特別支援学校　
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）
該当者及び本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，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
修主事）
佐伯　章（鹿児島県総合体育センター体育研修
主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504659号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】健康教育

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本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，1日目は現代的な健康課題や保健指導，食
育等に関する内容について講義を行う。2日目は主に教諭・
養護教諭を対象とした保健学習の進め方や性に関する指
導等に関する講座と，主に栄養教諭を対象とした食に関す
る指導の進め方や給食管理等に関する講座とを複線化し，
学校の課題に応じた指導力や専門性を高める。

德田　清信（保健体育課指導主事兼健康教育
係長）
畠野　裕昭（保健体育課指導主事）
常山　隆治（保健体育課指導主事）
田丸　武彦（保健体育課指導主事）
基永　恵（保健体育課指導主事）
安山　美由紀（保健体育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭，特
別支援学校教

諭，養護教諭，栄
養教諭

0円 40人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504660号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校　道徳

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

眞正　基道（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
堀田　竜次（義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月5日 教諭 中学校教諭 0円 40人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504661号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校　総合的な学習の
時間

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校の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。

帖地　宏治（鹿児島市教育委員会学校教育課
指導主事）
重丸　功志郎（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 令和2年8月5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

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504662号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校　特別活動

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して中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。

吉留　雅樹（鹿児島市教育委員会学校教育課
指導主事）
山之口　和孝（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 令和2年8月5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

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504663号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校　生徒指導

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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中学
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・演習
を行う。

梶原　淳（鹿児島県総合教育センター教育相談
課研究主事）
塚元　宏雄（鹿児島県総合教育センター教育相
談課長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月5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

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504664号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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令和２年度(第２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

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校　学級経営

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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，個々の実践事例を基に，指導上の課題と改善
策について協議する。

永里　護（鹿児島県総合教育センター教職研修
課研究主事）
上栗　博文（鹿児島県総合教育センター教職研
修課係長（研究主事））

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月5日 教諭 中学校教諭 0円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504665号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校・高等学校　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）
該当者及び本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，中学
校・高等学校の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。

上西　由美子（鹿児島県総合教育センター教育
相談課係長（研究主事））
塚元　宏雄（鹿児島県総合教育センター教育相
談課長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月5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
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504666号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校・高等学校　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）
該当者及び本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，
中学校・高等学校の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。

木原　敏行（鹿児島県総合教育センター情報教
育研修課長）
木田　博（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
島市

6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校教諭，高

等学校教諭
0円 20人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504667号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】高等学校　生徒指導

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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・演
習を行う。

小吉　成興（鹿児島県総合教育センター教育相
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
談課長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月5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

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504668号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】高等学校　進路指導

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

水迫　慎也（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
甲斐　修（鹿児島県総合教育センター教科教育
研修課長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月5日 教諭 高等学校教諭 0円 40人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504669号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校　国語

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

小野　修（鹿児島県総合教育センター教科教育
研修課係長（研究主事））
石川　雅仁（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
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
中学校教諭（国

語）
0円 40人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504670号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校　社会

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本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。

㞍無濵　正和（鹿児島県総合教育センター教科
教育研修課研究主事）
中熊　信仁（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
中学校教諭（社

会）
0円 20人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504671号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校　数学

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

本山　和仁（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
植元　裕次（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
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
中学校教諭（数

学）
0円 40人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504672号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校　理科

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

内　祥一郎（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
加藤　淳一（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
中学校教諭（理

科）
0円 15人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504673号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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令和２年度(第２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

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校　技術・家庭（技術
分野）

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校学習指導要領の技術・家庭科（技術
分野）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技術・家庭科（技術分野）学習指導法に
ついて，演習も含めた講義を行う。

上栗　博文（鹿児島県総合教育センター教職研
修課係長（研究主事））
梶原　淳（鹿児島県総合教育センター教育相談
課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
中学校教諭（技

術・家庭）
0円 10人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504674号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校　外国語

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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
せるための外国語科（英語）学習指導法について，演習も含
めた講義を行う。

眞正　基道（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
別枝　昌仁（義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
中学校教諭（英

語）
0円 40人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504675号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校・高等学校　音楽

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校学習指導要領の音楽科及び高等学
校学習指導要領の芸術科（音楽）の目標・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（義務教育課主任指導主事）
中山　拓郎（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
中学校教諭（音

楽），高等学校教
諭（音楽）

0円 10人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504676号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校・高等学校　美術

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校学習指導要領の美術科及び高等学
校学習指導要領の芸術科（美術）の目標・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。

德重　正宏（義務教育課指導主事）
福森　真一（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
中学校教諭（美

術），高等学校教
諭（美術）

0円 20人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504677号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校・高等学校　家庭

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校・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。

税所　篤代（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）
吉永　めぐみ（高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
中学校教諭（技
術・家庭），高等
学校教諭（家庭）

0円 10人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504678号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】発達障害等のある生徒へ
の指導・支援

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，発達障害に関する理解や中学校・高等学校
の生徒への具体的な指導・支援の在り方に関する研修を行
い，指導力の向上を目指す。

宇田　学治（鹿児島県総合教育センター特別支
援教育研修課研究主事）
鎌田　志穂（鹿児島県総合教育センター特別支
援教育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7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
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504679号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】高等学校　国語

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

梅本　かおり（鹿児島県総合教育センター教科
教育研修課研究主事）
宮永　治（高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
高等学校教諭

（国語）
0円 20人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504680号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】高等学校　地理歴史

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

永盛　光国（高校教育課指導主事）
瀬戸口　忍（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
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
高等学校教諭
（地理歴史）

0円 15人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504681号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】高等学校　公民

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

瀬戸口　忍（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
永盛　光国（高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
高等学校教諭

（公民）
0円 10人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504682号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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令和２年度(第２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

鹿児島県教育委
員会

【選択】高等学校　数学

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

水迫　慎也（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
福元　洋介（高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
高等学校教諭

（数学）
0円 20人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504683号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】高等学校　理科

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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。

大野　康博（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
日髙　大祐（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
森田　忠和（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課係長（研究主事））

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
高等学校教諭

（理科）
0円 20人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504684号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】高等学校　外国語

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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
けさせるための外国語科（英語）学習指導法について，演習
も含めた講義を行う。

常山　隆光（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
鶴田　美里映（高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
高等学校教諭

（英語）
0円 15人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504685号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】高等学校　商業

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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（高校教育課指導主事）
青木　誠（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
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
高等学校教諭

（商業）
0円 20人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504686号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】高等学校　工業

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，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
めの工業科学習指導法について，演習も含めた講義を行
う。

中原　嘉久（高校教育課指導主事）
久米村　順一（鹿児島県総合教育センター情報
教育研修課係長（研究主事））

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
高等学校教諭

（工業）
0円 10人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504687号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】中学校・高等学校　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）
該当者及び本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。

佐伯　章（鹿児島県総合体育センター体育研修
主事）
長井　忠寅（鹿児島県総合体育センター体育研
修主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭

中学校教諭（保
健体育），高等学
校教諭（保健体

育）

0円 25人
令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504688号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】高等学校　農業

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，高等学校学習指導要領の農業科の目標及
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
めの農業科学習指導法について，演習も含めた講義を行
う。

栗山　典友喜（高校教育課指導主事）
益満　隆宏（鹿児島県農業大学校　畜産学部准
教授）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
高等学校教諭

（農業）
0円 10人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
50910-
504689号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】体験活動（自然遊び、ネイ
チャーゲーム、野外炊事の実習
含む）の指導（高松大学、屋島
チャレンジヴィレッジ）

体験活動の充実を図るためには、教員自らが体験活動に関
する基礎的な知識技能を身につけることが求められる。そこ
で、教員が自然体験や生活体験等を実際に体験する（自然
遊び、ネイチャーゲーム、野外炊事等のの実習）とともに、
子供たちへの指導方法を学び、併せて学級経営や問題行
動対策等への活用方策についても学べる講習を実施する。

田中　壮一郎（顧問）
山下　明昭（元香川大学理事）
清水　幸一（四国学院大学　総合教育研究セン
ター　教授）
小柳　和代（香川県教育委員会義務教育課　課
長）
善生　昌弘（元丸亀市立飯山中学校校長）
松木　國彦（元東かがわ市立白鳥中学校校長）
藤江　龍（教育事業部事業課事業係長）

香川県高松市 18時間
令和2年8月20日～
令和2年8月22日

教諭
幼・小・中学校教

諭
18,000円 20人

令和2年3月16日～
令和2年7月24日

令02-
70020-
504988号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/
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令和２年度(第２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

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】生徒指導の充実に関する
事項（国立オリンピック記念青少
年総合センター）

いじめ、不登校、非行、校内暴力、発達障害等、現在の学校
現場で抱える様々の問題に、教師が向き合っていくには、最
新の生徒指導に関する知識や教育相談技法、カウンセリン
グ技術、体験活動指導（野外炊事）の技法取得が必要であ
る。また同時に教育法も学んでおきたい。
この研修の目的は、学校現場での指導力向上にある。そし
て、一人一人の子どもの将来を預かる教師という職業に、今
何が求められているのか、あらためて見つめなおす機会と
もなる研修を目指す。

日向　信和（東京学芸大学　副学長）
花輪　敏男（共栄大学　客員教授）
新井　肇（関西外国語大学　外国語学部教授）
相馬　誠一（東京家政大学　人文学部教授）
西山　久子（福岡教育大学　大学院教授）
金澤　純三（開善塾教育相談研究所　顧問）
藤崎　育子（開善塾教育相談研究所　所長）
野々口　浩幸（秋田公立美術大学　教授）

東京都渋谷区 18時間
令和2年5月3日～
令和2年5月5日

教諭
養護教

諭
教諭、養護教諭 23,400円 50人

令和2年3月16日～
令和2年4月16日

令02-
70020-
504989号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】学級経営、生徒指導に生
かす体験活動の指導（国立オリ
ンピック記念青少年総合セン
ター）

子供たちの体験活動の充実を図るためには、教員自らの体
験を豊かにするとともに、教員が体験活動に関する基礎的
な知識技能を身につけることが求められている。そのため、
子供たちに集団宿泊活動の場として自然体験や生活体験
等の機会を提供し、体験活動の指導に関するノウハウを有
している当機構において、主に小学校教諭に向けて、教員
自ら「①実際に体験」し、「②子供たちへの指導方法を学
び」、併せて「③学級経営や集団宿泊活動等への活用方策
について考える」講習会を実施する。

石田　有記（文部科学省　初等中等教育局教育
課程課学校教育官）
田中　裕一（文部科学省　初等中等教育局特別
支援教育課特別支援教育調査官）
小林　真一（参事）
杉田　洋（國學院大學　人間開発学部教授）
青木　康太朗（國學院大學　人間開発学部准教
授）
小久保　信幸（ＣｏＣｏＬａ（カンファタブル・コミュ
ニケーション研究所）　代表）
長野　信一（日本体操研究所　所長）
星野　恭子（瀬川記念小児神経学クリニック　理
事長）

東京都渋谷区 18時間
令和2年7月28日～
令和2年7月30日

教諭
主に小学校教諭

向け
18,000円 30人

令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
70020-
504990号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】体験活動の意義と体験の
在り方（国立大雪青少年交流の
家）

教員が今日求められる体験活動の意義を理解し、体験活動
を取り入れる際の教育課程の編成や実際の指導のあり方
について、講義や演習をとおして習得する。また、国立大雪
青少年交流の家のフィールドを生かした実習をとおして、野
外活動の安全に配慮した教育効果を高める指導の技術を
身に付けるとともに、児童の長期宿泊活動を実施するため
のポイントを理解し、教員としての資質を高める機会とする。

川島　政吉（北海道教育庁　総務政策局教職員
課主幹）
青山　鉄兵（文教大学　准教授）
田中　豊（国立大雪青少年交流の家次長）
門前　詩織（国立大雪青少年交流の家　企画指
導専門職）

北海道美瑛町 18時間
令和2年7月29日～
令和2年7月31日

教諭 教諭向け 22,800円 35人
令和2年4月1日～
令和2年7月3日

令02-
70020-
504991号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】学級経営に活かせる体験
活動の指導（国立日高青少年自
然の家）

教育の動向や青少年教育施設の取組、発達段階に応じた
体験活動の意義について学ぶとともに、集団宿泊学習を実
施するために必要な自然体験活動や人間関係づくりの知識
や技術について実習をとおして理解を深める。

中田　和彦（国立日高青少年自然の家所長）
波岸　克泰（北海道教育庁　日高教育局局長）
山田　亮（北海道教育大学　岩見沢校准教授）
谷崎　誠（国立日高青少年自然の家事業推進
係長）
森　健太郎（北海道教育委員会　専門的教育職
員　社会教育主事）
鈴木　宏紀（国立日高青少年自然の家事業推
進係長）

北海道沙流郡
日高町

18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月5日

教諭
小、中、高、幼教

諭
22,000円 20人

令和2年6月20日～
令和2年7月20日

令02-
70020-
504992号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】教科指導や学級経営に生
かす体験活動の指導（国立磐梯
青少年交流の家）

今日の社会的環境、児童生徒の現状、発達段階を踏まえ、
体験活動の意義と必要性、教育的効果を理解する。また実
技等を通して教員に求められるコミュニケーション能力や自
然体験活動の指導方法を身につけるとともに、指導力の向
上を図る。

鈴木　茂雄（会津板下町教育委員会　教育長）
前川　直哉（福島大学　特任准教授）
福士　寛樹（国立磐梯青少年交流の家所長）
大竹　力（国立磐梯青少年交流の家　研修指導
員）
川島　淳（国立磐梯青少年交流の家企画指導
専門職）

福島県耶麻郡
猪苗代町

18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
小学校、中学校

教諭
22,000円 50人

令和2年4月20日～
令和2年5月15日

令02-
70020-
504993号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/
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令和２年度(第２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

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】教科指導や学級経営に生
かす体験活動の指導（国立那須
甲子青少年自然の家）

子供に体験活動の充実を図るため、教員自らの体験を豊か
にすると共に、教員が体験活動に関する基礎的な知識・技
能を身につけさせることをねらいとする。また、集団宿泊活
動における体験活動を中心に、教員が実際に体験し、子供
たちへの指導方法を学び、学級経営や問題行動対策等へ
の活用対策について考える内容とする。

蓮見　直子（国立那須甲子青少年自然の家次
長）
矢内　淳仁（国立那須甲子青少年自然の家企
画指導専門職）
増田　直人（国立那須甲子青少年自然の家企
画指導専門職）
江口　俊文（国立那須甲子青少年自然の家企
画指導専門職）

福島県西白河
郡西郷村

18時間
令和2年7月29日～
令和2年7月31日

教諭 小・中学校教諭 23,000円 30人
令和2年4月1日～
令和2年7月22日

令02-
70020-
504994号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】学級経営に活かす豊かな
体験活動（国立赤城青少年交流
の家）

児童・生徒にとって体験活動の必要性や望ましいあり方を、
講義を通して理解するとともに、国立赤城青少年交流の家
でできる体験活動プログラムを実際に体験することで、プロ
グラムのねらいや意義、そこで児童・生徒が身につけられる
力、安全管理等についても理解し、学級経営や授業で活か
せるようにする。

松村　純子（国立赤城青少年交流の家所長）
横山　直樹（国立赤城青少年交流の家企画指
導専門職）
田村　文明（国立赤城青少年交流の家企画指
導専門職）
塩原　基寧（国立赤城青少年交流の家企画指
導専門職）

群馬県前橋市 18時間
令和2年7月23日～
令和2年7月25日

教諭
幼・小・中学校教

諭
22,400円 30人

令和2年4月4日～
令和2年5月31日

令02-
70020-
504995号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】学級経営・教科指導に生
かす体験活動（国立妙高青少年
自然の家）

【1日目】学校教育における体験活動の意義について、人間
関係の心理や教育的効果についての講義・実習を行う。
【2日目】今日の子どもの体験活動に関する現状と課題や、
学習指導要領との関連についの講義を行い、施設周辺の
フィールドを活用して体験活動と指導法について学ぶ。
【3日目】長期宿泊体験活動を行う上での教育的意義と安全
管理について学び、野外炊事の実技を行い、指導法を学び
理解を深める。

碓井　真史（新潟青陵大学　大学院教授）
濁川　明男（妙高市教育委員会　顧問）
星野　浩一（国立妙高青少年自然の家　所長）
福上　英彦（国立妙高青少年自然の家　企画指
導専門職）
加藤　貴子（国立妙高青少年自然の家　企画指
導専門職）
土田　善寛（国立妙高青少年自然の家　事業推
進専門職）
瀧　直也（信州大学　教育学部講師）

新潟県妙高市 18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月5日

教諭
幼・小・中・高教

諭
19,100円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
70020-
504996号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】教育現場で活かす体験活
動①（国立淡路青少年交流の
家）

グループで協力して課題を解決していく過程で、仲間とのコ
ミュニケーションを活発にし、信頼感や協力性を育むことを
目的とした体験活動プログラムについて学びます。学級づく
りに役立つプログラムであるとともに、受講者自身のコミュニ
ケーションのあり方について学ぶ機会となります。講義と実
習とともに筆記試験を実施し認定を行います。

髙見　彰（大阪国際大学　人間科学部教授）
兵庫県南あわ
じ市

6時間 令和2年8月3日 教諭
小・中・高校及び
特別支援学校教

諭
6,000円 50人

令和2年5月7日～
令和2年6月26日

令02-
70020-
504997号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】教育現場で活かす体験活
動②（国立淡路青少年交流の
家）

主体性や社会性を向上させたり、自然環境について学ぶ
カッター実習などの体験プログラムを行ったりします。この実
習を通して、安全管理や活動のねらい・内容を踏まえ、より
教育効果を高めるためにはどうすればよいかについて学び
ます。この講義・実習をもとに筆記試験を実施し、認定を行
います。

梅津　孝一（国立淡路青少年交流の家次長）
野原　宏太（国立淡路青少年交流の家企画指
導専門職）

兵庫県南あわ
じ市

6時間 令和2年8月4日 教諭
小・中・高校及び
特別支援学校教

諭
6,000円 50人

令和2年5月7日～
令和2年6月26日

令02-
70020-
504998号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】教育現場で活かす体験活
動③（国立淡路青少年交流の
家）

教育の現状と課題及び学校教育における体験活動の意義
について学びます。講義とともに、参加した教員が抱えてい
る児童生徒の現状や課題を出し合う中で、お互いの現状を
校種・職種を超えて広く共有し合い、その課題を解決するた
めに必要な体験活動とは何かを考えます。この講義・実習を
もとに筆記試験を実施し、認定を行います。

大本　晋也（理事）
安東　靖貴（兵庫県教育委員会　播磨東教育事
務所副所長）

兵庫県南あわ
じ市

6時間 令和2年8月5日 教諭
小・中・高校及び
特別支援学校教

諭
6,000円 50人

令和2年5月7日～
令和2年6月26日

令02-
70020-
504999号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】授業や学級経営に活かす
体験活動（国立三瓶青少年交流
の家）

教員が体験活動の意義について理解するとともに，児童の
集団宿泊活動を効果的に実施するための基本的な体験活
動の指導技術を身に付ける。また，学習指導要領における
体験活動の取扱いを理解し，教育課程の編成や教育活動
に体験活動を取り入れる方法を，講義や実習を通して習得
する。主な内容は，「学級経営に活かせる体験活動の指導
法」等である。小学校の事例を多く扱うため，主な受講対象
を小学校教諭としているが，中学校教諭や高等学校教諭も
受講可能である。

村木　隆夫（安来市立第一中学校　校長）
近藤　剛（鳥取短期大学　幼児教育保育学科　
准教授）
杉本　克之（国立江田島青少年交流の家次長）
井上　雅仁（公益財団法人　しまね自然と環境
財団　島根県立三瓶自然館サヒメル　学芸課課
長）
宅間　邦晴（国立三瓶青少年交流の家企画指
導専門職）

島根県大田市 18時間
令和2年8月21日～
令和2年8月23日

教諭 小学校教諭 23,430円 35人
令和2年3月16日～
令和2年6月26日

令02-
70020-
505000号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/
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令和２年度(第２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

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】生徒指導・学級経営に生
かす体験活動（国立吉備青少年
自然の家）

教員が体験活動の意義について理解するとともに，学習指
導要領における体験活動の取扱いを理解し，教育課程の編
成や教育活動に体験活動を取り入れる方法を講義や実習
を通して習得する。「野外炊事」，「オリエンテーリング」，
「カッター活動」等の体験活動の実習，「体験活動の意義と
学習指導要領」や「子供の現状と課題」，「体験活動の導入
とその指導法」等の講義。主な受講対象は小学校教諭とす
るが，幼稚園教諭や中学校教諭，高等学校教諭も受講可
能。

杉田　洋（國學院大學　人間開発学部教授）
川上　慎治（岡山県教育庁　義務教育課　課
長）
髙遠　佳明（国立吉備青少年自然の家所長）
川埜　誠（国立吉備青少年自然の家次長）
乘本　雅彦（国立吉備青少年自然の家企画指
導専門職）

岡山県加賀郡
吉備中央町

18時間
令和2年8月6日～
令和2年8月8日

教諭 小学校教諭 22,700円 35人
令和2年3月23日～
令和2年6月30日

令02-
70020-
505001号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】学級経営・教科指導に生
かす体験活動（国立大洲青少年
交流の家）

【１日目】
体験活動の意義と教育的効果について理解する。また、カ
ヌー研修の教育的効果について理解し、指導方法を習得す
る。
【２日目】
地域を流れる河川で、「生活科」「理科」「総合的な学習の時
間」を指導するために必要な地学分野や生物分野の知識・
技能を身に付ける。
【３日目】
野外炊事について運営上の留意点を理解し、安全管理に関
する知識と危険回避の方法を習得する。また、学校教育の
現状と課題を理解する。

村中　昭広（国立大洲青少年交流の家企画指
導専門職）
武藤　健太郎（国立大洲青少年交流の家企画
指導専門職）
佐野　栄（愛媛大学　教育学部教授）
向　平和（愛媛大学　教育学部准教授）
中島　弘二（愛媛県教育委員会　社会教育課社
会教育グループ担当係長）
井上　靖（八幡浜市教育委員会　教育長）

愛媛県大洲市 18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月5日

教諭 小・中学校教諭 22,290円 40人
令和2年3月16日～
令和2年4月30日

令02-
70020-
505002号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】生徒指導・学級経営に生
かす体験活動（国立大隅青少年
自然の家）

教員が体験活動の意義について理解するとともに，児童生
徒の集団宿泊学習等を効果的に実施するための基本的な
指導技術を身に付ける。
　また，学習指導要領における体験活動の取扱いを理解
し，教育活動における体験活動の取入れ方を講義及び実技
を通して習得する。

福満　博隆（鹿児島大学　総合教育機構共通実
践センター 体育・健康部門准教授）
工藤　智徳（人財科学研究所　代表）
中野　健作（鹿屋市教育委員会　教育長）
鈴東　淳（鹿児島県立博物館　学芸主事）
長船　謙一郎（国立大隅青少年自然の家次長）
國師　洋之（国立大隅青少年自然の家事業推
進室長）

鹿児島県鹿屋
市

18時間
令和2年7月27日～
令和2年7月29日

教諭 小・中学校教諭 22,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
70020-
505003号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】自然体験から子供達の生
きる力を（国立沖縄青少年交流
の家）

子供達の「生きる力」をはぐくむためには、自然や社会の現
実に触れる実際の「体験活動」が必要である。体験活動の
教育的意義やその指導法、安全管理の方法などを、講義と
渡嘉敷島の大自然を活かした実習を通して習得し、教員とし
ての指導力を向上させる。

井上　溝四（元琉球大学教育学部　学部長）
平野　貴也（名桜大学　人間健康学部教授）
東恩納　玲代（名桜大学　人間健康学部准教
授）
北見　靖直（国立阿蘇青少年交流の家次長）
中里　昭夫（国立阿蘇青少年交流の家企画指
導専門職）

沖縄県渡嘉敷
村

18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭
幼・小・中・高校

教諭
24,600円 50人

令和2年4月14日～
令和2年5月12日

令02-
70020-
505004号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立特別支援教育
総合研究所

【選択】令和２年度第一期特別支
援教育専門研修

　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 、視覚障害教育論、聴覚障害教育論、肢体不
自由教育論、病弱教育論、特別支援教育におけるICF活
用、特別支援教育の研究動向、等で構成される。

金子　健（研究企画部上席総括研究員）
北川　貴章（情報・支援部主任研究員）
山本　晃（研究企画部総括研究員）
土屋　忠之（インクルーシブ教育システム推進
センター主任研究員）
藤田　昌資（発達障害教育推進センター主任研
究員）
宇野　宏之祐（研修事業部総括研究員）
齊藤　由美子（研修事業部総括研究員）
星　祐子（インクルーシブ教育システム推進セン
ター上席総括研究員）
徳永　亜希雄（横浜国立大学　教育学部教授）

神奈川県横須
賀市

18時間

令和2年5月13日、
令和2年5月14日、
令和2年5月15日、
令和2年5月19日、
令和2年5月21日、
令和2年5月22日

教諭
養護教

諭

特別支援学校教
諭・養護教諭、
小・中学校等特
別支援教育担当
教諭・養護教諭

0円 15人

令和2年3月16日～
令和2年4月27日

(備考　令和２年度第一
期特別支援教育専門

研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。)

令02-
70021-
506238号

046-839-6889
https://www.nise.go.jp/
nc/
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令和２年度(第２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

公益社団法人北
海道家庭生活総
合カウンセリング
センター

【選択】教育現場で役立つカウン
セリング

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、傷ついた心の
手当て、支えの実践者であることが望まれます。子どもの健
全な心身の成長に深い関わりを持つ学校生活の場で健全
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
る実践的なカウンセリング学を学ぶことを目的としています。

飯田　昭人（北翔大学大学院人間福祉学研究
科　臨床心理学専攻准教授）
後藤　聡（北海学園大学　法学部　教授）
佐藤　祐基（北星学園大学　保健福祉学部福祉
心理学科　専任講師）

北海道札幌市 18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 18,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年7月24日

令02-
80001-
506769号

011-251-6408
http://www.counseling.
or.jp

公益社団法人北
海道家庭生活総
合カウンセリング
センター

【選択】教育現場で役立つカウン
セリング

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、傷ついた心の
手当て、支えの実践者であることが望まれます。子どもの健
全な心身の成長に深い関わりを持つ学校生活の場で健全
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
る実践的なカウンセリング学を学ぶことを目的としています。

飯田　昭人（北翔大学大学院人間福祉学研究
科　臨床心理学専攻准教授）
後藤　聡（北海学園大学　法学部　教授）
佐藤　祐基（北星学園大学　保健福祉学部福祉
心理学科　専任講師）

北海道札幌市 18時間
令和3年1月6日～
令和3年1月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 18,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年12月20日

令02-
80001-
506770号

011-251-6408
http://www.counseling.
or.jp

公益財団法人才
能開発教育研究
財団

【選択】学校園における教員の防
災・減災力の向上

昨今頻発する自然災害に対し、居住地域の特性に合わせ
て、学校、家庭、地域が協働して子どもたちの安全を守る必
要があります。
本講習では、講習担当者らが開発した防災カードゲーム
（B72）で発災後72時間を疑似体験することにより、防災・減
災活動の当事者であることの意識づくりと、自らに不足する
知識や技能等の理解を深め、そのうえで、B72と連動した防
災キャンププログラムの座学、実践演習を通して、学校園に
おける教員の防災・減災力の向上を図ります。

村川　弘城（日本福祉大学　全学教育センター
講師）
髙村　秀史（日本福祉大学　全学教育センター
助教）

東京都港区 6時間 令和2年5月30日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭、幼保連
携型認定こども

園保育教諭

6,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年5月16日

令02-
80004-
506771号

03-5741-1311
https://www.sainou.or.j
p

公益財団法人才
能開発教育研究
財団

【選択】初心者からのプログラミン
グ教育

小・中・高すべての段階で取り組むことになったプログラミン
グ教育。無理やりタブレットやロボットを持ち込めば解決する
単純な問題ではありません。情報機器を使わない取り組み
であっても、正しい視点がなければただの作業で終わってし
まいます。
本講習では、アンプラグドからアプリの利用、ロボットの活用
まで、初心から取り組めるプログラミング教育を体験してい
きます。

榎本　竜二（聖心女子大学　非常勤講師） 東京都港区 6時間 令和2年5月31日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 30人

令和2年3月16日～
令和2年5月16日

令02-
80004-
506772号

03-5741-1311
https://www.sainou.or.j
p

公益財団法人才
能開発教育研究
財団

【選択】デジタルシンキングツール
で考えをつくり出す

学校へのタブレット端末の導入が加速し、すでに1人1台の
学習環境が整っている地域もあります。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使って
います。シンキングツールをタブレット端末で利用できるアプ
リも導入が始まりました。
本講習では、iPadのアプリを使ってアイディアをカードに書き
出し、他者と共有し、シンキングツールを使って再構成し、
「考えをつくり出す」流れを体験していただきます。

黒上　晴夫（関西大学　総合情報学部教授） 東京都大田区 6時間 令和2年6月13日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年5月30日

令02-
80004-
506773号

03-5741-1311
https://www.sainou.or.j
p

公益財団法人才
能開発教育研究
財団

【選択】シンキングツールを使って
子どもの考えを引き出す

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、そのための一つのアプローチになるでしょう。
本講習では、教科の学習課題を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。

黒上　晴夫（関西大学　総合情報学部教授） 東京都品川区 6時間 令和2年6月14日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年5月30日

令02-
80004-
506774号

03-5741-1311
https://www.sainou.or.j
p
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令和２年度(第２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

公益財団法人才
能開発教育研究
財団

【選択】幼児教育とメディア～保
育者・幼児に必要な情報活用能
力とは～

小学校では、学習の基礎となる資質・能力のひとつに情報
活用能力が位置付けられました。幼稚園・こども園ではどう
でしょう？
本講習では、保育でのメディア活用に注目して、保育者に求
められる、そして幼児に必要な情報活用能力について、教
育番組やタブレット端末活用などの実習を取り入れ、自らの
保育方法・技術の向上を目指します。

堀田　博史（園田学園女子大学　人間健康学部
教授）

東京都品川区 6時間 令和2年6月14日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

6,000円 40人
令和2年3月16日～
令和2年5月30日

令02-
80004-
506775号

03-5741-1311
https://www.sainou.or.j
p

公益社団法人全
国幼児教育研究
協会

【選択】期待される幼児教育の在
り方Ⅱ～保育の質を高める～

情報化やIT化が進む社会の中で、新しい時代の幼児教育
の在り方や指導力の向上について考える。さらに幼児教育
の基礎、基本について取り上げる。

椋田　善之（関西国際大学　准教授）
中井　清津子（相愛大学　教授）
津金　美智子（名古屋学芸大学　教授）
河合　優子（文部科学省　初等中等教育局幼児
教育課幼児教育調査官）
久保山　茂樹（国立特別支援教育総合研究所　
インクルーシブ教育システム推進センター上席
総括研究員）
北野　幸子（神戸大学　准教授）
福井　直美（明治学院大学　特命教授）
石野　秀明（兵庫教育大学大学院　教授）
赤木　公子（梅花女子大学　教授）

兵庫県神戸市 18時間
令和2年8月18日～
令和2年8月20日

教諭

幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

向け

18,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年7月10日

令02-
80010-
504640号

03-3239-8066 http://zenyoken.org/

公益社団法人全
国幼児教育研究
協会

【選択】期待される幼児教育の在
り方Ⅰ～保育の質を高める～

情報化やIT化が進む社会の中で、新しい時代の幼児教育
の在り方や指導力の向上について考える。さらに幼児教育
の基礎、基本について取り上げる。

椋田　善之（関西国際大学　准教授）
中井　清津子（相愛大学　教授）
津金　美智子（名古屋学芸大学　教授）
河合　優子（文部科学省　初等中等教育局幼児
教育課幼児教育調査官）
久保山　茂樹（国立特別支援教育総合研究所　
インクルーシブ教育システム推進センター上席
総括研究員）
北野　幸子（神戸大学　准教授）
福井　直美（明治学院大学　特命教授）

兵庫県神戸市 12時間
令和2年8月18日～
令和2年8月19日

教諭

幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

向け

14,000円 50人
令和2年3月16日～
令和2年7月10日

令02-
80010-
504641号

03-3239-8066 http://zenyoken.org/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】保育現場での質を高める

本講習では、近年、長野県内で取り組みが盛んになってき
ている自然保育について、具体的な実践例を中心に紹介す
る。一部、身近な自然を題材にした簡単な体験活動（遊び）
の実践も予定している。また、屋外での保育活動における
安全管理についても、その概要を解説するとともに、危険予
知の演習を行う。

田中　住幸（飯田女子短期大学　准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年5月30日 教諭 幼稚園教諭向け 8,000円 150人
令和2年3月16日～
令和2年3月27日

令02-
80011-
506683号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】幼稚園教育内容を深める

『造形の歓び　～さまざまな芸術祭とワークショップから学ぶ
～』白井先生からは、社会人を対象としたアートマネジメント
人材育成事業（文化庁助成事業）の中から、地域リソースを
生かした芸術祭や幼児も参加できるワークショップの事例を
紹介する。また、実技を通し、保育者自ら造形活動に親し
む。『配慮を必要とする子どもたちの理解とその支援』富田
先生からは、インクルーシブ教育・保育という誰もが等しく一
緒に学べる機会の提供のために、一人ひとりの子どもの発
達を理解し、子どもの困り感に寄り添える、個人差に応じた
支援について学ぶ。

白井　嘉尚（静岡大学　名誉教授）
富田　久枝（千葉大学　教育学部特命教授）

静岡県静岡市 6時間 令和2年7月29日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 220人
令和2年4月13日～
令和2年4月17日

令02-
80011-
506684号

03-3237-1957 https://youchien.com/
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令和２年度(第２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

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】幼稚園教育内容を深める

花輪先生は、『遊びの中の表現活動を目指して　～保育者
に求められるスキルと多様性～』と題して幼児教育の質向
上を目指した保育の取り組みを重視した講習を行います。ま
た、「遊びの中の表現活動」の捉え方や方略を提案し、保育
者に求められるファシリテーション（中立的な立場でのサ
ポート）について具体的な方法を検討します。肥後先生は、
『乳幼児の心理臨床的理解と保護者支援』と題して乳幼児
の心身の発達を理解するために、子どもの「対話性の育ち」
という新たな視点を提供し保育者のかかわりのポイントにつ
いて考えるとともに、保護者支援の課題についても取り上げ
た講習となります。

花輪　充（東京家政大学　教授）
肥後　功一（島根大学大学院教育学研究科　教
授）

静岡県静岡市 6時間 令和2年7月30日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 220人
令和2年4月13日～
令和2年4月17日

令02-
80011-
506685号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】幼稚園教育内容を深める

『保育現場で扱う楽器の取り扱い方や奏法を学び、合奏に
親しむ（河原田先生）』幼児期の発達段階に合った楽器の取
り扱い方を中心に、講義や実技を交えながら身近な楽器の
奏法について学び、また合奏する楽しさを味わうことが出来
る講義とする。『幼児教育の質向上とカリキュラム・マネジメ
ント（神長先生）』幼児教育の質向上につながるカリキュラ
ム・マネジメントについて「今、なぜ必要か」「日々の実践と繋
げて、どう進めていくか」「それを支える園組織は？」の３つ
の視点から分かりやすく講義する。

河原田　潤（会津大学短期大学部　教授）
神長　美津子（國學院大學　教授）

静岡県静岡市 6時間 令和2年7月31日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 220人
令和2年4月13日～
令和2年4月17日

令02-
80011-
506686号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】幼稚園教育内容を深める

幼稚園での遊びの様子を例にあげながら、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。

松本　謙一（南砺市教育委員会　教育長） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月4日 教諭 幼稚園教諭向け 8,000円 150人
令和2年4月1日～
令和2年5月8日

令02-
80011-
506687号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】幼稚園教育内容を深める

本講習では、まず発達障害に関するシミュレーションを通し
て発達障害のある子どもの気持ちを体験する。そのうえで、
ADHD、LD、ASDの各障害の特徴やそのような幼児に対す
る保育者の関わり方について、解説を加える。なお講習に
あたっては、事例を多く紹介し、あわせてグループで事例を
検討するような時間も設けたい。

武居　渡（金沢大学　人間社会研究域学校教育
系教授）

石川県金沢市 6時間 令和2年7月11日 教諭 幼稚園教諭向け 8,000円 150人
令和2年4月1日～
令和2年5月8日

令02-
80011-
506688号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】保育現場での質を高める

「保育」は、総合的で日常的で、自然な形であるがゆえに、
優れた保育実践でも世間の人たちには分かりにくいというこ
とも否めません。私達保育の専門家は、説明力や発信力を
加えて保育のちからを高めていくことが求められています。
講習の中では具体的な事例をもとに保育技術や幼児理解
など保育実践の英知を解説し、先生方とつながり、新時代
の保育を提案していきたいです。

佐々木　晃（鳴門教育大学　教育実践教授） 石川県金沢市 6時間 令和2年7月31日 教諭 幼稚園教諭向け 8,000円 150人
令和2年4月1日～
令和2年5月8日

令02-
80011-
506689号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】幼稚園の役割を広め深め
る

幼稚園教育要領や学習指導要領では、小学校以降の学び
の土台として幼児教育が重視されており、その質の向上が
求められています。この講義では、乳幼児期の心の育ちに
ついて、その特質を押さえながら、学びにつながる遊びや幼
児期の生活の在り方について考えてみたいと思います。同
時に、いま求められている保護者支援について、教育相談
の視点からの情報をお伝えしたいと思います。

肥後　功一（島根大学　大学院教育学研究科教
授）

福井県福井市 6時間 令和2年8月1日 教諭 幼稚園教諭向け 7,000円 80人
令和2年3月16日～
令和2年4月17日

令02-
80011-
506690号

03-3237-1957 https://youchien.com/
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令和２年度(第２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

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】保育現場での質を高める

「保育」は、総合的で日常的で、自然な形であるがゆえに、
優れた保育実践でも世間の人たちには分かりにくいというこ
とも否めません。私達保育の専門家は、説明力や発信力に
加えて保育のちからを高めていくことが求められています。
講習の中では具体的な事例をもとに保育技術や幼児理解
など保育実践の英知を解説し、先生方とつながり、新時代
の保育を提案していきます。

佐々木　晃（鳴門教育大学　教職大学院教育実
践教授）

福井県福井市 6時間 令和2年8月22日 教諭 幼稚園教諭向け 7,000円 80人
令和2年3月16日～
令和2年4月17日

令02-
80011-
506691号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】保育現場での質を高める

インクや絵の具、粘土などを用いて、素材からつくりたいも
のをつくりだす題材を体験することを通して、指導のポイント
や環境構成について考える。また、造形的な表現における
学習活動の評価方法、及び、個々の作品において発揮され
ている資質・能力の把握について、ビデオデータや幼児の
作品などを用いてワークショップを取り入れながら実践的に
理解する。併せて、環境構成のあり方と指導の改善に関し
て検討する。

奥村　高明（日本体育大学　児童スポーツ教育
学部教授）

福井県福井市 6時間 令和2年11月7日 教諭 幼稚園教諭向け 7,000円 80人
令和2年3月16日～
令和2年4月17日

令02-
80011-
506692号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】幼稚園教育内容を深める

「義務教育及びその後の教育の基礎を培う」ことについてあ
らためて認識を深めるとともに、保育内容の展開・発展の基
礎となる幼児期の子どもの発達理解について、具体的事例
を上げながら考察していきます。また、「幼稚園教育要領の
保育内容と保育実践の繋がりを考える～指導計画立案、保
育の協働性からの再考～」について保育者自身の自発性、
創造性を高める演習を取り入れて、保育者としての一層の
資質向上を目指します。

坪井　葉子（洗足こども短期大学　幼児教育保
育科教授）
井上　眞理子（洗足こども短期大学　幼児教育
保育科准教授）

神奈川県川崎
市

6時間
令和2年5月20日、
令和2年6月17日

教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 110人
令和2年4月6日～
令和2年4月17日

令02-
80011-
506693号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】幼稚園教育内容を深める

田中雅道先生から幼稚園教育要領について解説していた
だき、幼児教育の果たす目標、幼小接続等について講義し
ていただく。肥後功一先生から幼児の発達の背景、教育相
談をとおしての様々な保護者支援の事例について講義して
いただく。６月９日には、古賀松香先生から子どもの育ち、
学びなど幼児教育の基本について、また、自立、自律心を
培う指導について、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を
踏まえながら講義いただく。

田中　雅道（公益財団法人全日本私立幼稚園
幼児教育研究機構　専務理事）
肥後　功一（島根大学　大学院教育学研究科教
授）
古賀　松香（京都教育大学　教育学部准教授）

京都府京都市 6時間
令和2年5月28日、
令和2年6月9日

教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 135人
令和2年3月16日～
令和2年3月19日

令02-
80011-
506694号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】幼稚園教育内容を深める

午前中に森口佑介先生から「子ども期における社会性の発
達」について、研究報告等に基づき解説し、発達に関わる
キーポイントを講義していただく。午後、秦賢志先生から
ワークショップによりファシリテーターとしての保育者、幼稚
園での研修の深め方について学ぶ。秦先生にはゲストス
ピーカーでお願いしている。

森口　佑介（京都大学　大学院教育学研究科准
教授）

京都府京都市 6時間 令和2年7月11日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 135人
令和2年4月27日～

令和2年5月1日

令02-
80011-
506695号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

兵庫県神戸市 18時間
令和2年6月6日～
令和2年6月7日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年5月23日

令02-
80013-
506243号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

兵庫県神戸市 18時間
令和2年7月18日～
令和2年7月19日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～

令和2年7月4日

令02-
80013-
506244号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/
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令和２年度(第２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

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

兵庫県豊岡市 18時間
令和2年6月13日～
令和2年6月14日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年5月30日

令02-
80013-
506245号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

兵庫県豊岡市 18時間
令和2年9月12日～
令和2年9月13日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年8月29日

令02-
80013-
506246号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

兵庫県豊岡市 18時間
令和2年10月24日～
令和2年10月25日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年10月10日

令02-
80013-
506247号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

神奈川県南足
柄市

18時間
令和2年6月20日～
令和2年6月21日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～

令和2年6月6日

令02-
80013-
506248号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

神奈川県南足
柄市

18時間
令和2年7月11日～
令和2年7月12日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年6月27日

令02-
80013-
506249号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月4日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年7月20日

令02-
80013-
506250号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年7月23日

令02-
80013-
506251号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/
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令和２年度(第２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

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間
令和2年8月9日～
令和2年8月10日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年7月26日

令02-
80013-
506252号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

北海道北見市 18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月4日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年7月20日

令02-
80013-
506253号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

北海道富良野
市

18時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年7月23日

令02-
80013-
506254号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

北海道伊達市 18時間
令和2年8月10日～
令和2年8月11日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年7月27日

令02-
80013-
506255号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

兵庫県朝来市 18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月18日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～

令和2年8月3日

令02-
80013-
506256号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

兵庫県美方郡
香美町

18時間
令和2年8月20日～
令和2年8月21日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～

令和2年8月6日

令02-
80013-
506257号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

福島県北塩原
村

18時間
令和2年8月24日～
令和2年8月25日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年8月10日

令02-
80013-
506258号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/
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令和２年度(第２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

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

埼玉県飯能市 18時間
令和2年9月26日～
令和2年9月27日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年9月12日

令02-
80013-
506259号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

埼玉県飯能市 18時間
令和2年11月7日～
令和2年11月8日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年10月24日

令02-
80013-
506260号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

京都府宮津市 18時間
令和2年10月3日～
令和2年10月4日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年9月19日

令02-
80013-
506261号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

静岡県伊豆市 18時間
令和2年10月17日～
令和2年10月18日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年10月3日

令02-
80013-
506262号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

愛媛県今治市 18時間
令和2年10月31日～
令和2年11月1日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年10月17日

令02-
80013-
506263号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】人間力向上のためのアク
ティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的で対話的な深い学びの
場・アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組んで
きた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニン
グの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自分
と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり方
を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験学
習の基本的な理論や手法を学びます。

田中　裕幸（普及事業部部長）
志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
西垣　幸造（教育施設事業部　尼崎市立美方高
原自然の家所長）
市川　圭司（普及事業部インストラクター）

福岡県福岡市 18時間
令和2年11月21日～
令和2年11月22日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年11月7日

令02-
80013-
506264号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益社団法人日
本地震学会

【選択】地震の科学と地震防災－
学校教育を通して子どもたちに教
えたいこと－

公益社団法人日本地震学会では，全国各地で更新講習を
開設しています。詳細は学会Webページをご覧ください。
　本講習では，日本で生きていくために必要な地震に関する
知識を再確認するとともに，インターネット上にある地震波
形データなどを教材として活用する方法を紹介します。それ
らを基にして，小中高の各段階における地震防災教育のあ
り方について受講者と一緒に考えていきます。学会員は受
講料を半額とします。

伊東　明彦（宇都宮大学　教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年7月5日 教諭

地震や地震防災
教育に興味を持
つ教諭（校種を問

わず）

6,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年5月31日

令02-
80017-
506759号

03-5803-9570 https://www.zisin.jp/
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令和２年度(第２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

公益社団法人日
本地震学会

【選択】地震のしくみを知ろう・教
えよう

公益社団法人日本地震学会では，全国で更新講習を開設
し，学会員は受講料を半額とします。詳細は学会HPで。
本講習では，地震の発生，地震波の放射と伝播，それに伴
う構造物の破壊，という地震現象の仕組みについて，模型
や動画などを用いて分かり易く解説します。また，児童・生
徒が興味を持つよう教えて頂くために，私たちが小中高へ
の出前授業で実施している教材を紹介し，それらを用いた
授業の内容を体験して頂きます。

香川　敬生（鳥取大学　工学部教授）
塩﨑　一郎（鳥取大学　工学部准教授）
野口　竜也（鳥取大学　工学部助教）

鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月30日 教諭

地震や地震防災
教育に興味を持
つ教諭（校種を問

わず）

6,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
80017-
506760号

03-5803-9570 https://www.zisin.jp/

公益社団法人日
本地震学会

【選択】北海道の地震・津波災害
と防災対策

公益社団法人日本地震学会では，全国各地で更新講習を
開設しています。詳細は学会Webページをご覧ください。
　北海道では、巨大地震と津波災害の発生が切迫していま
す。自然災害の危機管理は教員の責務です。予想される地
震津波災害や防災情報、災害対応などの基本的知識につ
いて、講義と実習を通じて学び考えることで、学校や地域で
の災害軽減を目指します。日本地震学会会員の受講料につ
いては、割引価格を適用します。

高橋　浩晃（北海道大学　大学院理学研究院・
教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月3日 教諭
小・中・高校等で
地震・津波防災に
関心のある教諭

6,000円 16人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
80017-
506761号

03-5803-9570 https://www.zisin.jp/

公益社団法人日
本地震学会

【選択】地震・火山研究の最前線
－地震研究所で学ぶ

公益社団法人日本地震学会では，全国各地で更新講習を
開設しています。詳細は学会Webページをご覧ください。
本講習では、東京大学地震研究所において、地震・火山や
地球の内部に関して、理科教育や防災に結びつく知識・情
報を学びます。地震・火山の活動と観測、津波や建物の揺
れの解析等に関する、最新の成果をまじえた講義の他、調
査に使用されている機器の見学、実際に機器を用いて測定
をする実習も行います。

青木　陽介（東京大学　地震研究所准教授）
加藤　尚之（東京大学　地震研究所教授）
加納　靖之（東京大学　地震研究所准教授）
楠　浩一（東京大学　地震研究所教授）
塩原　肇（東京大学　地震研究所教授）
山野　誠（東京大学　地震研究所教授）
綿田　辰吾（東京大学　地震研究所准教授）

東京都文京区 12時間
令和2年8月18日～
令和2年8月19日

教諭
小学校教諭及び
中・高・特別支援
学校の理科教諭

12,000円 25人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
80017-
506762号

03-5803-9570 https://www.zisin.jp/

公益社団法人日
本地震学会

【選択】地震の予測と建物のしく
みを知ろう，伝えよう

公益社団法人日本地震学会では，全国各地で更新講習を
開設しています．詳細はWebページをご覧ください．
　本講習では，地震の予測と，建物のしくみに関する講義，
そして学内施設の見学と，建築材料（木材）の強度実験を行
います．さらに地震災害の軽減に向けた防災・減災・学校安
全教育と，学校としての対応のあり方について，ともに考え
ます．

小泉　尚嗣（滋賀県立大学　環境科学部教授）
高田　豊文（滋賀県立大学　環境科学部教授）
中島　健（龍谷大学　理工学部非常勤講師）

滋賀県彦根市 6時間 令和2年8月19日 教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭で
地震防災教育に
関心のある教諭

6,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
80017-
506763号

03-5803-9570 https://www.zisin.jp/

公益社団法人日
本地震学会

【選択】地震と災害について考え
よう・広めよう　-阪神・淡路大震
災から25年を経て－

公益社団法人日本地震学会では，全国各地で更新講習を
開設しています．詳細はWebページをご覧ください．
　本講習では，将来発生が予測される巨大地震に関する講
義を受け，災害の軽減に向けた防災・減災・学校安全教育
と，各教科教諭および養護教諭間の連携も含めた学校対応
のあり方について議論します．また研究所内施設の見学と，
授業に使える教材の作製・実習を行います．

橋本　学（京都大学　防災研究所所長・教授）
中島　健（龍谷大学　理工学部非常勤講師）

京都府宇治市 6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

小・中・高・特別
支援学校勤務で
地震防災に関心
のある教諭、養

護教諭

6,000円 20人
令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
80017-
506764号

03-5803-9570 https://www.zisin.jp/

公益社団法人日
本地震学会

【選択】地震観測所を体験しよう

公益社団法人日本地震学会では，全国各地で地震や地震
防災に関する更新講習を開設しています．詳細はWebペー
ジをご覧ください．
　本講習では，京都大学防災研究所の阿武山観測所にお
いて，歴史的な地震計を見学し，地震観測の歴史や地震計
の仕組みを勉強するとともに，実際に地震計を用いて地震
観測の実習を行います．なお，日本地震学会会員の受講料
は割引価格を適用します．

飯尾　能久（京都大学　防災研究所教授） 大阪府高槻市 6時間 令和2年12月25日 教諭
小学校教諭及び
中・高・特別支援
学校の理科教諭

6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年11月30日

令02-
80017-
506765号

03-5803-9570 https://www.zisin.jp/
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令和２年度(第２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
本図書文化協会

【選択】教育カウンセリング講座
②

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教室で行う特別支援教育④教室で行う特別支援
教育の実際⑤学級経営⑥自律的に学ぶ子どもを育てる学
級経営である。

苅間澤　勇人（会津大学　文化研究センター教
授）
安部　博志（創価大学　准教授）
河村　茂雄（早稲田大学　教育・総合科学学術
院教授）

山形県山形市 18時間
令和2年8月7日～
令和2年8月9日

教諭
養護教

諭

小中高等学校教
諭および養護教

諭
35,000円 30人

令和2年4月15日～
令和2年7月1日

令02-
80018-
506235号

03-3941-0211
http://www.toshobunka
.co.jp/workshop/

一般社団法人日
本図書文化協会

【選択】教育カウンセリング講座
③

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教育カウンセリ
ング概論③不登校対応の理解と対応④通常学級で行う特
別支援教育の実際⑤心の教育と学級経営⑥ソーシャルス
キルである。

諸富　祥彦（明治大学　教授）
花輪　敏男（共栄大学　客員教授）
品田　笑子（都留文科大学　非常勤講師）

神奈川県小田
原市

18時間
令和2年8月8日～
令和2年8月10日

教諭
養護教

諭

小中高等学校教
諭および養護教

諭
35,000円 20人

令和2年3月16日～
令和2年7月1日

令02-
80018-
506236号

03-3941-0211
http://www.toshobunka
.co.jp/workshop/

一般社団法人日
本図書文化協会

【選択】教育カウンセリング講座
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構成的グループエンカウンター②教育カウンセリ
ング概論③個人面接の技法④キャリア教育⑤保護者対応
⑥特別支援教育である。

品田　笑子（都留文科大学　非常勤講師）
藤川　章（NPO日本教育カウンセラー協会　理
事）
会沢　信彦（文教大学　教授）
川崎　知己（千葉商科大学　教授）
加勇田　修士（NPOストレス対処法研究所　理
事長）
冨田　久枝（千葉大学　特命教授）

東京都立川市 18時間
令和2年8月19日～
令和2年8月21日

教諭
養護教

諭

小中高等学校教
諭および養護教

諭
35,000円 40人

令和2年3月16日～
令和2年7月1日

令02-
80018-
506237号

03-3941-0211
http://www.toshobunka
.co.jp/workshop/

公益社団法人日
本シェアリングネ
イチャー協会

【選択】幼稚園と小学校の授業に
活きる自然体験活動

新幼稚園教育要領、新学習指導要領で謳われている「資
質・能力」や「主体的・対話的な深い学び」につながる自然体
験の実習と講義。園庭や校庭の身近な自然で子どもの豊か
な感性を広げることのできるネイチャーゲームや、自然の発
見を楽しむ体験活動を多く取り入れた実践的な内容で、3学
期から授業でやってみたくなる楽しい講習です。

日置　光久（東京大学　大学院教育学研究科特
任教授）
井上　満（公益社団法人日本シェアリングネイ
チャー協会　常務理事）

東京都渋谷区 18時間
令和2年12月26日～
令和2年12月28日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、幼保
連携認定型こど
も園保育教諭

20,100円 60人
令和2年3月16日～
令和2年11月26日

令02-
80019-
506242号

03-5363-6010
http://www.naturegame
.or.jp/

一般財団法人建
設業振興基金

【選択】建設業界でのキャリア教
育に活かす職業体験活動（実務
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。

浦江　真人（東洋大学　理工学部建築学科教
授）

静岡県富士宮
市

18時間
令和2年8月10日～
令和2年8月12日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

19,280円 20人
令和2年3月16日～

令和2年7月7日

令02-
80028-
505082号

03-5473-4572
http://www.kensetsu-
kikin.or.jp/

一般財団法人建
設業振興基金

【選択】建設業界でのキャリア教
育に活かす職業体験活動（実務
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。

古阪　秀三（立命館大学　OIC総合研究機構客
員教授）

兵庫県三田市 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

24,000円 20人
令和2年3月16日～

令和2年7月7日

令02-
80028-
505083号

03-5473-4572
http://www.kensetsu-
kikin.or.jp/
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令和２年度(第２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

一般財団法人建
設業振興基金

【選択】建設業界でのキャリア教
育に活かす職業体験活動（実務
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・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。

杉田　洋（広島工業大学　環境学部建築デザイ
ン学科教授）

福岡県福岡市 18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月5日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

15,000円 20人
令和2年3月16日～

令和2年7月7日

令02-
80028-
505084号

03-5473-4572
http://www.kensetsu-
kikin.or.jp/

一般社団法人新
潟県レクリエー
ション協会

【選択】レクリエーションを活用し
コミニュケーション力を高める学
習

いじめ、不登校、授業崩壊等、これらは対象者間のコミュニ
ケーションの不足から発生していると考えられる。そこで、レ
クリエーションを意図的、計画的に活用することによって子ど
も達の自己肯定感や他者への思いやりの心を育み、コミュ
ニケーション力を高めたい。本講習では、学年・学級・仲間
づくりなどの様々な場面で活用できるアイスブレイキングや
ホスピタリティーの手法を使って楽しさとその効果を体感しな
がら展開技術を学びます。

大橋　正春（新潟大学　名誉教授）
中野　充（新潟青陵大学　福祉心理学部臨床心
理学科准教授）
田嶋　雄洋（新潟青陵大学　非常勤講師）
中村　正友（事業委員長）
西野　仁（東海大学　名誉教授）
渡辺　耕司（専務理事）
青木　祐一（新潟市陸上競技協会　理事長）
池藤　仁市（新潟県スポーツ少年団　副団長）
齊川　豊（新潟市教育相談センター　嘱託指導
主事）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月24日
教諭

養護教
諭

教諭（幼稚園、小
学校、中学校）、

養護教諭
6,084円 50人

令和2年3月16日～
令和2年6月23日

(備考　先着順で受付)

令02-
80029-
504491号

025-287-8709
http://www.niigata-
rec.com/

一般社団法人新
潟県レクリエー
ション協会

【選択】子どもの体力・運動能力
の実態と健康・体力づくり

子どもの体力・運動能力は、新潟県のみならず全国的にも
低迷している。本講座では、幼・小・中それぞれの実態から
課題を共有し、その解消に向けた対応策の１つとして「いつ
でも」「どこでも」「だれもが」「簡単に」楽しく実施できる体力
チェック法と評価法を紹介し、それを活用した具体的な改善
策を学びます。なお、子どもの健康・体力づくりには教諭と養
護教諭がデータを共有するとともに一体となって取り組むこ
とが大切です。

青木　祐一（新潟市陸上競技協会理事長）
渡辺　耕司（専務理事）
流石　光信（やすづか学園園長）
池原　栄一（糸魚川市糸魚川地区公民館館長）
池藤　仁市（新潟県スポーツ少年団副団長）
齊川　豊（新潟市教育相談センター嘱託指導主
事）
西野　仁（東海大学　名誉教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月25日
教諭

養護教
諭

教諭（幼稚園、小
学校、中学校）、

養護教諭
6,084円 50人

令和2年3月16日～
令和2年6月23日

(備考　先着順で受付)

令02-
80029-
504492号

025-287-8709
http://www.niigata-
rec.com/

一般社団法人新
潟県レクリエー
ション協会

【選択】学年・学級づくりのための
スポーツ・レクリエーション

様々な体験や身体活動の不足による運動が「できる子、で
きない子」、「すきな子、きらいな子」といった二極化は幼児
期から始まっており、年齢が進むにつれて増長し大きな課
題となっている。本講座では、年齢に応じて誰でも楽しくカラ
ダを動かすことができるような運動あそびやスポーツ・レクリ
エーション１０種目程度を学年・学級づくりや健康・体力づく
りに活用できるよう実技を通して指導・展開法を学びます。

中村　正友（事業委員長）
青木　祐一（新潟市陸上競技協会理事長）
渡辺　耕司（専務理事）
西野　仁（東海大学　名誉教授）
齊川　豊（新潟市教育相談センター　嘱託指導
主事）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月26日
教諭

養護教
諭

幼・小・中の教
諭、養護教諭

6,084円 50人
令和2年3月16日～
令和2年6月23日

(備考　先着順で受付)

令02-
80029-
504493号

025-287-8709
http://www.niigata-
rec.com/

一般社団法人新
潟県レクリエー
ション協会

【選択】レクリエーションを活用し
コミニュケーション力を高める学
習

いじめ、不登校、授業崩壊等、これらは対象者間のコミュニ
ケーションの不足から発生していると考えられる。そこで、レ
クリエーションを意図的、計画的に活用することによって子ど
も達の自己肯定感や他者への思いやりの心を育み、コミュ
ニケーション力を高めたい。本講習では、学年・学級・仲間
づくりなどの様々な場面で活用できるアイスブレイキングや
ホスピタリティーの手法を使って楽しさとその効果を体感しな
がら展開技術を学びます。

大橋　正春（新潟大学　名誉教授）
中野　充（新潟青陵大学　福祉心理学部臨床心
理学科准教授）
田嶋　雄洋（新潟青陵大学　非常勤講師）
中村　正友（事業委員長）
西野　仁（東海大学　名誉教授）
渡辺　耕司（専務理事）
青木　祐一（新潟市陸上競技協会　理事長）
池藤　仁市（新潟県スポーツ少年団　副団長）
齊川　豊（新潟市教育相談センター　嘱託指導
主事）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月17日
教諭

養護教
諭

教諭（幼稚園、小
学校、中学校）、

養護教諭
6,084円 50人

令和2年3月16日～
令和2年7月16日

(備考　先着順で受付)

令02-
80029-
504494号

025-287-8709
http://www.niigata-
rec.com/
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令和２年度(第２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

一般社団法人新
潟県レクリエー
ション協会

【選択】子どもの体力・運動能力
の実態と健康・体力づくり

子どもの体力・運動能力は、新潟県のみならず全国的にも
低迷している。本講座では、幼・小・中それぞれの実態から
課題を共有し、その解消に向けた対応策の１つとして「いつ
でも」「どこでも」「だれもが」「簡単に」楽しく実施できる体力
チェック法と評価法を紹介し、それを活用した具体的な改善
策を学びます。なお、子どもの健康・体力づくりには教諭と養
護教諭がデータを共有するとともに一体となって取り組むこ
とが大切です。

青木　祐一（新潟市陸上競技協会理事長）
渡辺　耕司（専務理事）
流石　光信（やすづか学園園長）
池原　栄一（糸魚川市糸魚川地区公民館館長）
池藤　仁市（新潟県スポーツ少年団副団長）
齊川　豊（新潟市教育相談センター嘱託指導主
事）
西野　仁（東海大学　名誉教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

教諭（幼稚園、小
学校、中学校）、

養護教諭
6,084円 50人

令和2年3月16日～
令和2年7月16日

(備考　先着順で受付)

令02-
80029-
504495号

025-287-8709
http://www.niigata-
rec.com/

一般社団法人新
潟県レクリエー
ション協会

【選択】学年・学級づくりのための
スポーツ・レクリエーション

様々な体験や身体活動の不足による運動が「できる子、で
きない子」、「すきな子、きらいな子」といった二極化は幼児
期から始まっており、年齢が進むにつれて増長し大きな課
題となっている。本講座では、年齢に応じて誰でも楽しくカラ
ダを動かすことができるような運動あそびやスポーツ・レクリ
エーション１０種目程度を学年・学級づくりや健康・体力づく
りに活用できるよう実技を通して指導・展開法を学びます。

中村　正友（事業委員長）
青木　祐一（新潟市陸上競技協会理事長）
渡辺　耕司（専務理事）
西野　仁（東海大学　名誉教授）
齊川　豊（新潟市教育相談センター　嘱託指導
主事）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

幼・小・中の教
諭、養護教諭

6,084円 50人
令和2年3月16日～
令和2年7月16日

(備考　先着順で受付)

令02-
80029-
504496号

025-287-8709
http://www.niigata-
rec.com/

一般社団法人新
潟県レクリエー
ション協会

【選択】レクリエーションを活用し
コミニュケーション力を高める学
習

いじめ、不登校、授業崩壊等、これらは対象者間のコミュニ
ケーションの不足から発生していると考えられる。そこで、レ
クリエーションを意図的、計画的に活用することによって子ど
も達の自己肯定感や他者への思いやりの心を育み、コミュ
ニケーション力を高めたい。本講習では、学年・学級・仲間
づくりなどの様々な場面で活用できるアイスブレイキングや
ホスピタリティーの手法を使って楽しさとその効果を体感しな
がら展開技術を学びます。

大橋　正春（新潟大学　名誉教授）
中野　充（新潟青陵大学　福祉心理学部臨床心
理学科准教授）
田嶋　雄洋（新潟青陵大学　非常勤講師）
中村　正友（事業委員長）
西野　仁（東海大学　名誉教授）
渡辺　耕司（専務理事）
青木　祐一（新潟市陸上競技協会　理事長）
池藤　仁市（新潟県スポーツ少年団　副団長）
齊川　豊（新潟市教育相談センター　嘱託指導
主事）

新潟県柏崎市 6時間 令和2年11月21日
教諭

養護教
諭

教諭（幼稚園、小
学校、中学校）、

養護教諭
6,084円 50人

令和2年3月16日～
令和2年10月20日

(備考　先着順で受付)

令02-
80029-
504497号

025-287-8709
http://www.niigata-
rec.com/

一般社団法人新
潟県レクリエー
ション協会

【選択】子どもの体力・運動能力
の実態と健康・体力づくり

子どもの体力・運動能力は、新潟県のみならず全国的にも
低迷している。本講座では、幼・小・中それぞれの実態から
課題を共有し、その解消に向けた対応策の１つとして「いつ
でも」「どこでも」「だれもが」「簡単に」楽しく実施できる体力
チェック法と評価法を紹介し、それを活用した具体的な改善
策を学びます。なお、子どもの健康・体力づくりには教諭と養
護教諭がデータを共有するとともに一体となって取り組むこ
とが大切です。

青木　祐一（新潟市陸上競技協会理事長）
渡辺　耕司（専務理事）
流石　光信（やすづか学園園長）
池原　栄一（糸魚川市糸魚川地区公民館館長）
池藤　仁市（新潟県スポーツ少年団副団長）
齊川　豊（新潟市教育相談センター嘱託指導主
事）
西野　仁（東海大学　名誉教授）

新潟県柏崎市 6時間 令和2年11月22日
教諭

養護教
諭

教諭（幼稚園、小
学校、中学校）、

養護教諭
6,084円 50人

令和2年3月16日～
令和2年10月20日

(備考　先着順で受付)

令02-
80029-
504498号

025-287-8709
http://www.niigata-
rec.com/

一般社団法人新
潟県レクリエー
ション協会

【選択】学年・学級づくりのための
スポーツ・レクリエーション

様々な体験や身体活動の不足による運動が「できる子、で
きない子」、「すきな子、きらいな子」といった二極化は幼児
期から始まっており、年齢が進むにつれて増長し大きな課
題となっている。本講座では、年齢に応じて誰でも楽しくカラ
ダを動かすことができるような運動あそびやスポーツ・レクリ
エーション１０種目程度を学年・学級づくりや健康・体力づく
りに活用できるよう実技を通して指導・展開法を学びます。

中村　正友（事業委員長）
青木　祐一（新潟市陸上競技協会理事長）
渡辺　耕司（専務理事）
西野　仁（東海大学　名誉教授）
齊川　豊（新潟市教育相談センター　嘱託指導
主事）

新潟県柏崎市 6時間 令和2年11月23日
教諭

養護教
諭

幼・小・中の教
諭、養護教諭

6,084円 50人
令和2年3月16日～
令和2年10月20日

(備考　先着順で受付)

令02-
80029-
504499号

025-287-8709
http://www.niigata-
rec.com/

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】幼児教育に携わる先生の
ために一人一人を大切にする保
育の推進～幼児期の特別支援
教育～

幼児期は個人差がとても大きい時期です。また子どもを取り
巻く環境や社会の変化に伴い、幼児教育現場では気になる
子ども、苦戦している子どもが増えています。子どもたち一
人一人の発達に寄り添いながら、多様な視点から幼児を理
解し、成長を育む保育やチーム支援の在り方について学び
ます。幼稚園、小学校両方の現場経験豊富な講師が演習を
交えながらわかりやすく講義を進めます。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校の
教諭・養護教諭

向け

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506696号

082-211-1030 http://www.aises.info
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令和２年度(第２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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】幼児教育に携わる先生の
ために一人一人を大切にする保
育の推進～幼児期の特別支援
教育～

幼児期は個人差がとても大きい時期です。また子どもを取り
巻く環境や社会の変化に伴い、幼児教育現場では気になる
子ども、苦戦している子どもが増えています。子どもたち一
人一人の発達に寄り添いながら、多様な視点から幼児を理
解し、成長を育む保育やチーム支援の在り方について学び
ます。幼稚園、小学校両方の現場経験豊富な講師が演習を
交えながらわかりやすく講義を進めます。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校の
教諭・養護教諭

向け

6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506697号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】今求められる幼児教育と
小学校教育の接続

幼児教育と小学校教育の接続の推進は、今求められている
大きな課題です。新幼稚園教育要領の中で示された「幼児
期の終わりまでに育ってほしい姿」や「主体的・対話的で深
い学び」について講義や事例を通して理解を深めるととも
に、これらの文言を校種を超えた共通言語として注目し、幼
小接続の一層の推進と具現化について受講者と一緒に検
討し合い、学び合います。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校の
教諭・養護教諭

向け

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506698号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】今求められる幼児教育と
小学校教育の接続

幼児教育と小学校教育の接続の推進は、今求められている
大きな課題です。新幼稚園教育要領の中で示された「幼児
期の終わりまでに育ってほしい姿」や「主体的・対話的で深
い学び」について講義や事例を通して理解を深めるととも
に、これらの文言を校種を超えた共通言語として注目し、幼
小接続の一層の推進と具現化について受講者と一緒に検
討し合い、学び合います。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校の
教諭・養護教諭

向け

6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506699号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】幼児教育等に携わる先生
のための保護者と園との「共育」
を目指す子育ての支援

子どもたちの健やかな成長のためには、園と保護者が連携
して共に子育てに向かう姿勢が大切です。しかし、社会の状
況や様々な家庭環境を背景に孤立した子育てが行われ、保
護者が育児不安を抱える現状が見られます。保護者・保育
者・関係機関がつながりながら進める子育て支援の実現と
園の役割について、受講者とともに考えます。本講座は、幼
小連携の観点から小学校教諭・養護教諭も対象とします。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校
の教諭・養護教

諭向け
6,000円 100人

令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506700号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】幼児教育等に携わる先生
のための保護者と園との「共育」
を目指す子育ての支援

子どもたちの健やかな成長のためには、園と保護者が連携
して共に子育てに向かう姿勢が大切です。しかし、社会の状
況や様々な家庭環境を背景に孤立した子育てが行われ、保
護者が育児不安を抱える現状が見られます。保護者・保育
者・関係機関がつながりながら進める子育て支援の実現と
園の役割について、受講者とともに考えます。本講座は、幼
小連携の観点から小学校教諭・養護教諭も対象とします。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校
の教諭・養護教

諭向け
6,000円 100人

令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506701号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】養護教諭が行うアセスメ
ント

保健室は身体的不調を訴えれば、誰もが気軽に利用できる
場所です。そのため、保健室には、様々な課題を抱えた児
童生徒が訪れます。病気やけがばかりではなく、学習や対
人不安、家族の問題であったりする場合も少なくありませ
ん。養護教諭には、職種の特性や視点を活かしてアセスメ
ントすることが求められます。また、アセスメントの結果を、ど
のように発信してチーム支援に生かすのか、実践例を参考
に、演習を通して研修します。

小玉　有子（弘前医療福祉大学　保健学部教
授）

インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

養護教
諭

全学校種　養護
教諭

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506702号

082-211-1030 http://www.aises.info
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令和２年度(第２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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】養護教諭が行うアセスメ
ント

保健室は身体的不調を訴えれば、誰もが気軽に利用できる
場所です。そのため、保健室には、様々な課題を抱えた児
童生徒が訪れます。病気やけがばかりではなく、学習や対
人不安、家族の問題であったりする場合も少なくありませ
ん。養護教諭には、職種の特性や視点を活かしてアセスメ
ントすることが求められます。また、アセスメントの結果を、ど
のように発信してチーム支援に生かすのか、実践例を参考
に、演習を通して研修します。

小玉　有子（弘前医療福祉大学　保健学部教
授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

養護教
諭

全学校種　養護
教諭

6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506703号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】すべての子どもが学べる
教室にー子どものアセスメントと
UDLー

障害者差別解消法施行により、合理的配慮の提供は教育
現場でも義務となりました。本講座では、「合理的配慮」とは
何か、何のためにするのかをわかりやすく解説します。その
上で、様々な事例を通して、子どもの成長を支援するために
必要な合理的配慮のあり方や教育実践を紹介します。ま
た、基礎的環境整備や子ども理解の方法等も交えた内容
を、教職経験を持ち、現場の実態に即してわかりやすいと定
評のある講師が講演します。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506704号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】すべての子どもが学べる
教室にー子どものアセスメントと
UDLー

障害者差別解消法施行により、合理的配慮の提供は教育
現場でも義務となりました。本講座では、「合理的配慮」とは
何か、何のためにするのかをわかりやすく解説します。その
上で、様々な事例を通して、子どもの成長を支援するために
必要な合理的配慮のあり方や教育実践を紹介します。ま
た、基礎的環境整備や子ども理解の方法等も交えた内容
を、教職経験を持ち、現場の実態に即してわかりやすいと定
評のある講師が講演します。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506705号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】キャリア教育の視点を生
かした主体的・対話的に深く学び
合う子どもの育成

対話的な学びを支える「傾聴・質問・承認」の対話スキル
(コーチング)を基盤に①授業における対話とは何か。②な
ぜ、「主体的・対話的で深い学び」が必要なのか。③グロー
バルな視点から見た教育の価値観と目的。④授業改善の
中核である協同学習の原理と技法。⑤授業改善の導入方
法と校内体制作りのポイント。これらを学び合いながら、キャ
リア教育の目標である「生きる力」を育む視点と技法の獲得
を目指します。

鈴木　建生（ユマニテク短期大学　副学長） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506706号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】キャリア教育の視点を生
かした主体的・対話的に深く学び
合う子どもの育成

対話的な学びを支える「傾聴・質問・承認」の対話スキル
(コーチング)を基盤に①授業における対話とは何か。②な
ぜ、「主体的・対話的で深い学び」が必要なのか。③グロー
バルな視点から見た教育の価値観と目的。④授業改善の
中核である協同学習の原理と技法。⑤授業改善の導入方
法と校内体制作りのポイント。これらを学び合いながら、キャ
リア教育の目標である「生きる力」を育む視点と技法の獲得
を目指します。

鈴木　建生（ユマニテク短期大学　副学長） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506707号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】様々な課題解決のための
組織的対応のあり方

今後の「チーム学校」の動きを踏まえ、課題を抱える幼児・
児童・生徒、家庭を支えていくために、様々な立場の専門家
が協働し、機能する方策について検討する。また、教職員間
での判断や方針の共通理解の在り方や、組織体制づくり、
校務分掌の明確化や全校（園）システムの確立、校内研修
等について、包括的な観点から解説し、生徒指導の組織・
体制の考え方の観点から、問題行動等への対応として有効
なチーム支援の進め方を事例をもとに考察する。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506708号

082-211-1030 http://www.aises.info
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令和２年度(第２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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】様々な課題解決のための
組織的対応のあり方

今後の「チーム学校」の動きを踏まえ、課題を抱える幼児・
児童・生徒、家庭を支えていくために、様々な立場の専門家
が協働し、機能する方策について検討する。また、教職員間
での判断や方針の共通理解の在り方や、組織体制づくり、
校務分掌の明確化や全校（園）システムの確立、校内研修
等について、包括的な観点から解説し、生徒指導の組織・
体制の考え方の観点から、問題行動等への対応として有効
なチーム支援の進め方を事例をもとに考察する。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506709号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】学級経営と保護者対応

幼児・児童生徒の基本的欲求である交流の欲求を満たす良
質のコミュニケーションの場を学級経営に組み込むことによ
り，幼児・児童生徒相互のソーシャルボンドを構築され，不
登校やいじめの未然防止につながるなど，幼児・児童生徒
に対する支援や学級経営のあり方について実践例を元に解
説する。また、保護者の意識分析を元に，保護者の置かれ
ている状況を理解し面談にどう生かすか，面接事例を通じて
解説する。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506710号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】学級経営と保護者対応

幼児・児童生徒の基本的欲求である交流の欲求を満たす良
質のコミュニケーションの場を学級経営に組み込むことによ
り，幼児・児童生徒相互のソーシャルボンドを構築され，不
登校やいじめの未然防止につながるなど，幼児・児童生徒
に対する支援や学級経営のあり方について実践例を元に解
説する。また、保護者の意識分析を元に，保護者の置かれ
ている状況を理解し面談にどう生かすか，面接事例を通じて
解説する。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506711号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】コミュニケーション力を育
てる感情の学習-社会性と情動
の学習（ＳＥＬ）の実際-

「空気が読めない」「すぐ切れる」といった感情にかかわる問
題を抱えた幼児・児童生徒が増えています。本講座では、こ
うした子どもたちへの対応に苦慮されている先生方のため
に、世界ではすでに広く実践され、成果も実証されている
『社会性と情動の学習（ＳＥＬ）』をご紹介します。講師は、全
国各地の幼稚園、学校で高い評価と実績がある講師陣で
す。明日からすぐに使えるミニ演習や楽しみながら感情につ
いて学べる実践を紹介します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）
山田　洋平（島根県立大学　人間文化学部准教
授）

インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506712号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】コミュニケーション力を育
てる感情の学習-社会性と情動
の学習（ＳＥＬ）の実際-

「空気が読めない」「すぐ切れる」といった感情にかかわる問
題を抱えた幼児・児童生徒が増えています。本講座では、こ
うした子どもたちへの対応に苦慮されている先生方のため
に、世界ではすでに広く実践され、成果も実証されている
『社会性と情動の学習（ＳＥＬ）』をご紹介します。講師は、全
国各地の幼稚園、学校で高い評価と実績がある講師陣で
す。明日からすぐに使えるミニ演習や楽しみながら感情につ
いて学べる実践を紹介します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）
山田　洋平（島根県立大学　人間文化学部准教
授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506713号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもを育てるPBIS-開発
的積極的生徒指導の実際-

ＰＢＩＳ（望ましい行動への介入とサポート）は、学校や学年、
あるいは学級で比較的容易に実践できる積極的な生徒指
導の手法です。望ましい行動を増やし、規範意識を育てるこ
とにつながる手法で、高い教育効果が実証されています。こ
れを日本の学校教育に合わせて効果的に導入し、日常の
教育活動に活かすにはどのようにしたらいいのかを具体的
に解説します。日本の実践例も紹介し、導入をイメージしや
すいよう構成しています。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506714号

082-211-1030 http://www.aises.info
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令和２年度(第２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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもを育てるPBIS-開発
的積極的生徒指導の実際-

ＰＢＩＳ（望ましい行動への介入とサポート）は、学校や学年、
あるいは学級で比較的容易に実践できる積極的な生徒指
導の手法です。望ましい行動を増やし、規範意識を育てるこ
とにつながる手法で、高い教育効果が実証されています。こ
れを日本の学校教育に合わせて効果的に導入し、日常の
教育活動に活かすにはどのようにしたらいいのかを具体的
に解説します。日本の実践例も紹介し、導入をイメージしや
すいよう構成しています。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506715号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】ネットいじめ・SNS問題の
現状と対応策

近年、複雑化深刻化しているネットやスマホ問題、携帯や
LINEトラブル、ネットいじめ等、学校現場で起こっている様々
なSNSに関係した生徒指導上の問題に特化した内容を講義
します。現状の理解、未然防止策に加え、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紹介しなが
ら学んでいきます。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506716号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】ネットいじめ・SNS問題の
現状と対応策

近年、複雑化深刻化しているネットやスマホ問題、携帯や
LINEトラブル、ネットいじめ等、学校現場で起こっている様々
なSNSに関係した生徒指導上の問題に特化した内容を講義
します。現状の理解、未然防止策に加え、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紹介しなが
ら学んでいきます。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506717号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】学びのユニバーサルデザ
イン

「主体的・対話的で深い学び」が求められる今日、学習者自
らが自分に合った学び方を選んで学んでいく教室が「学びの
ユニバーサルデザイン（UDL）」では実現できます。教室には
多様な学び方の学習者がいること、一斉指導では学びの障
壁が生じることを体験すること等を通じて、アクティブラーニ
ングである多様な学びを提供していく実践の在り方、授業改
善の方法を学んでいきます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506718号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】学びのユニバーサルデザ
イン

「主体的・対話的で深い学び」が求められる今日、学習者自
らが自分に合った学び方を選んで学んでいく教室が「学びの
ユニバーサルデザイン（UDL）」では実現できます。教室には
多様な学び方の学習者がいること、一斉指導では学びの障
壁が生じることを体験すること等を通じて、アクティブラーニ
ングである多様な学びを提供していく実践の在り方、授業改
善の方法を学んでいきます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506719号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】豊かな感情と社会性を育
む学習

学級の中で気になる子どもについて聞くと、必ず感情のコン
トロールが未熟だったり、自己中心的な視点で行動したりす
る子どもの話題があがります。その一方で我慢することを求
めるだけで、他に方策を持てず悩んでいる教師も多くいま
す。本講座は、感情の発達、感情理解や感情表現、そして
社会的な判断力などをどのように育てていくかを体験的に
学びます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506720号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】豊かな感情と社会性を育
む学習

学級の中で気になる子どもについて聞くと、必ず感情のコン
トロールが未熟だったり、自己中心的な視点で行動したりす
る子どもの話題があがります。その一方で我慢することを求
めるだけで、他に方策を持てず悩んでいる教師も多くいま
す。本講座は、感情の発達、感情理解や感情表現、そして
社会的な判断力などをどのように育てていくかを体験的に
学びます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506721号

082-211-1030 http://www.aises.info
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令和２年度(第２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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】やってみよう！ピアサポー
ト＜トレーニング編＞

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
の授業の進め方やポイントをたのしく解説します。学習指導
要領改訂の方向性を踏まえ、”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。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
506722号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】やってみよう！ピアサポー
ト＜トレーニング編＞

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
の授業の進め方やポイントをたのしく解説します。学習指導
要領改訂の方向性を踏まえ、”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。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
506723号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】ネットいじめ・SNS問題の
現状と対応策

近年、複雑化深刻化しているネットやスマホ問題、携帯や
LINEトラブル、ネットいじめ等、学校現場で起こっている様々
なSNSに関係した生徒指導上の問題に特化した内容を講義
します。現状の理解、未然防止策に加え、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紹介しなが
ら学んでいきます。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年6月7日
教諭

養護教
諭

全ての学校種の
全教諭・養護教

諭向け
6,500円 100人

令和2年4月1日～
令和2年5月23日

令02-
80032-
506724号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】ネットいじめ・SNS問題の
現状と対応策

近年、複雑化深刻化しているネットやスマホ問題、携帯や
LINEトラブル、ネットいじめ等、学校現場で起こっている様々
なSNSに関係した生徒指導上の問題に特化した内容を講義
します。現状の理解、未然防止策に加え、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紹介しなが
ら学んでいきます。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年11月23日
教諭

養護教
諭

全ての学校種の
全教諭・養護教

諭向け
6,500円 100人

令和2年8月1日～
令和2年11月8日

令02-
80032-
506725号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもの豊かな感情と社
会性を育む

本講座では、世界的に高い効果が実証されているスキル教
育「ＳＥＬ（社会性と情動の学習）」を紹介します。日本の学校
教育に合わせた効果的な導入方法や、日常の教育活動等
に活かすためのポイントをわかりやすく解説します。また、適
切な他者の感情理解や共感性の育成など、個別に焦点化
した指導法や支援方法についても演習を交えて学んでいき
ます。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年7月23日
教諭

養護教
諭

全ての学校種の
全教諭・養護教

諭向け
6,500円 100人

令和2年4月1日～
令和2年7月9日

令02-
80032-
506726号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもの豊かな感情と社
会性を育む

本講座では、世界的に高い効果が実証されているスキル教
育「ＳＥＬ（社会性と情動の学習）」を紹介します。日本の学校
教育に合わせた効果的な導入方法や、日常の教育活動等
に活かすためのポイントをわかりやすく解説します。また、適
切な他者の感情理解や共感性の育成など、個別に焦点化
した指導法や支援方法についても演習を交えて学んでいき
ます。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和3年2月14日
教諭

養護教
諭

全ての学校種の
全教諭・養護教

諭向け
6,500円 100人

令和3年1月18日～
令和3年2月6日

令02-
80032-
506727号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】主体的・対話的な深い学
びを促進する授業-協同学習の
理論と方法

主体的・対話的で深い学びを実現し、学力向上や学びの質
の向上に効果が実証されている協同学習について、心理教
育と授業づくりの視点から、子どものコミュニケーションを促
進する授業づくりについて分かり易く解説します。さらに、個
と集団の理解、より効果的な学習を推進するためのポイン
ト、教師の働きかけ等、演習を通して実践的に学んでいきま
す。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年7月24日
教諭

養護教
諭

全ての学校種の
全教諭・養護教

諭向け
6,500円 100人

令和2年4月1日～
令和2年7月9日

令02-
80032-
506728号

082-211-1030 http://www.aises.info
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令和２年度(第２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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】主体的・対話的な深い学
びを促進する授業-協同学習の
理論と方法

主体的・対話的で深い学びを実現し、学力向上や学びの質
の向上に効果が実証されている協同学習について、心理教
育と授業づくりの視点から、子どものコミュニケーションを促
進する授業づくりについて分かり易く解説します。さらに、個
と集団の理解、より効果的な学習を推進するためのポイン
ト、教師の働きかけ等、演習を通して実践的に学んでいきま
す。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年12月12日
教諭

養護教
諭

全ての学校種の
全教諭・養護教

諭向け
6,500円 100人

令和2年8月1日～
令和2年11月28日

令02-
80032-
506729号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子ども理解と効果的な指
導法を学ぶ-先生のための心理
学講座-

本講座は、全人的な子どもの成長発達を促す日本版包括
的生徒指導マルチレベルアプローチについて、その効果、
方法、学校全体での具体的な取り組み方、評価方法等につ
いて、開発を推進した講師が、豊富な実践事例を交えなが
ら解説します。また、マルチレベルアプローチの背景にある4
つの心理学理論についても事例を交えながらわかりやすく
解説します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

大阪府大阪市 6時間 令和2年7月24日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 150人
令和2年4月1日～
令和2年7月9日

令02-
80032-
506730号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子ども理解と効果的な指
導法を学ぶ-先生のための心理
学講座-

本講座は、全人的な子どもの成長発達を促す日本版包括
的生徒指導マルチレベルアプローチについて、その効果、
方法、学校全体での具体的な取り組み方、評価方法等につ
いて、開発を推進した講師が、豊富な実践事例を交えなが
ら解説します。また、マルチレベルアプローチの背景にある4
つの心理学理論についても事例を交えながらわかりやすく
解説します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

東京都渋谷区 6時間 令和2年10月11日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 150人
令和2年8月1日～
令和2年9月26日

令02-
80032-
506731号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】生き抜く力を育てる幼児
期から青年期までのキャリア教
育

これまで「キャリア教育」は、時代や立場、用いられる場面等
によって多様に用いられてきました。このことにより、キャリ
ア教育についての正確な理解が進みにくい背景がありまし
た。本講座では、新学習指導要領に基づき、キャリア教育の
必要性と意義、包括的生徒指導マルチレベルアプローチに
よるキャリア教育のあり方を学び合いながら、キャリ ア教育
の目標である「生きる力」を育む視点と技法の獲得を目指し
ます。

鈴木　建生（ユマニテク短期大学　学長） 大阪府大阪市 6時間 令和2年7月25日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 150人
令和2年4月1日～
令和2年7月9日

令02-
80032-
506732号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもの発達理解と教育
相談

本講座では、学力向上、いじめ・不登校・非行の未然防止、
子どもの自尊心の向上等に成果をあげている包括的生徒
指導マルチレベルアプローチについて、子どもの発達と心理
学理論をもとに、事例を交えながら、わかりやすく解説しま
す。また、発達心理学を生かした子ども理解や，発達障害・
愛着障害を解説し、具体的な対応のあり方を演習します。

山崎　茜（広島大学大学院　教育学研究科教職
開発講座講師）

大阪府大阪市 6時間 令和2年8月23日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 150人
令和2年4月1日～
令和2年8月8日

令02-
80032-
506733号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】愛着に課題を抱える子ど
もの理解と支援

不登校や非行，暴力行為は、ますます増加傾向にありま
す。その背景には、愛着の課題を抱えていると考えられる子
どもが増加している実態があります。本講座では愛着がど
のように発達するのか，愛着の課題を抱えている子どもをど
う理解するのか，そしてどう支援すれば良いのかについて
わかりやすく解説します。そして、学校教育の中で、教師や
チームができることを具体的な事例を交えながら、するべき
支援のあり方を演習を通して学びます。

山崎　茜（広島大学大学院　教育学研究科教職
開発講座講師）

大阪府大阪市 6時間 令和2年8月22日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 150人
令和2年4月1日～
令和2年8月8日

令02-
80032-
506734号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】いじめ・不登校・困難事例
の理解と対応-効果的なチーム
支援の実際-

いじめ・不登校等は、初期対応が大事だと言われています。
その為には、ケースのアセスメントが重要です。本講座で
は、いじめ、不登校等の困難事例のアセスメントについて学
びます。また、チーム学校の視点から、様々な立場の支援
者たちが、ハイリスクの子どもや難しい保護者へ効果的な
支援について解説し、演習を通してケース理解、見立て、判
断、役割分担等や実際の継続会議・チーム支援会議の進め
方についても学びます。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年9月26日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 100人
令和2年8月1日～
令和2年9月12日

令02-
80032-
506735号

082-211-1030 http://www.aises.info
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令和２年度(第２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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】明日からすぐ使えるいじ
め、不登校予防と具体的な対応
方法

年々深刻化するいじめや不登校の問題は、教育現場が解
決すべき喫緊の課題です。本講座では、未然防止や予防教
育に焦点化した効果的な実践事例を紹介します。また、不
登校やいじめを察知したときの早期対応、早期支援のあり
方について、学級担任をはじめ教師ができる具体的な対応
方法について学びます。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年12月13日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 100人
令和2年8月1日～
令和2年11月28日

令02-
80032-
506736号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】ピア・サポートによる学級
づくり、友だちづくり

「ピア・サポート」とは、思いやりを行動化できる子どもを育て
るアプローチの一つです。この取組を通して、子どもがクラス
メイトの変化に気付き、声をかけたり、サポｰティブな行動が
とれたりするようになることにピア・サポートは価値付いてい
ます。本講座では、子どもが自分をとりまく仲間や人に対し
て関心をもち、配慮や思いやりが育まれていく中で、友達と
のよい関係づくりや安心安全な学級づくりについて学んでい
きます。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年10月25日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月10日

令02-
80032-
506737号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】ピア・サポートによる学級
づくり、友だちづくり

「ピア・サポート」とは、思いやりを行動化できる子どもを育て
るアプローチの一つです。この取組を通して、子どもがクラス
メイトの変化に気付き、声をかけたり、サポｰティブな行動が
とれたりするようになることにピア・サポートは価値付いてい
ます。本講座では、子どもが自分をとりまく仲間や人に対し
て関心をもち、配慮や思いやりが育まれていく中で、友達と
のよい関係づくりや安心安全な学級づくりについて学んでい
きます。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

東京都渋谷区 6時間 令和2年10月10日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 200人
令和2年8月1日～
令和2年9月26日

令02-
80032-
506738号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】主体的・対話的な深い学
びを促進する授業-協同学習の
理論と方法

主体的・対話的で深い学びを実現し、学力向上や学びの質
の向上に効果が実証されている協同学習について、心理教
育と授業づくりの視点から、子どものコミュニケーションを促
進する授業づくりについて分かり易く解説します。さらに、個
と集団の理解、より効果的な学習を推進するためのポイン
ト、教師の働きかけ等、演習を通して実践的に学んでいきま
す。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

東京都渋谷区 6時間 令和2年12月19日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 200人
令和2年8月1日～
令和2年12月5日

令02-
80032-
506739号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもの豊かな感情と社
会性を育む社会性と情動の学習

本講座では、世界的に高い効果が実証されているスキル教
育「ＳＥＬ（社会性と情動の学習）」を紹介します。日本の学校
教育に合わせた効果的な導入方法や、日常の教育活動等
に活かすためのポイントをわかりやすく解説します。また、適
切な他者の感情理解や共感性の育成など、個別に焦点化
した指導法や支援方法についても演習を交えて学んでいき
ます。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

東京都渋谷区 6時間 令和3年2月13日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 150人
令和3年1月16日～

令和3年2月6日

令02-
80032-
506740号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもの解決力を育む-
子ども同士のトラブル・対立解決
アプローチ

日常生活は対立やトラブルの連続です。学級内で起こった
問題やトラブルを教師が解決するのではなく、子どもが子ど
も同士で問題を解決していく力をどのように育てていったら
いいのか、効果が実証されている「修復的正義」や「対立を
解決するミディエーション」について学べる講座です。また、
日常的に起こりうるトラブルや対立を想定した演習を通し
て、子どもへの効果的なアプローチについて検討します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

東京都渋谷区 6時間 令和3年2月13日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 150人
令和3年1月16日～

令和3年2月6日

令02-
80032-
506741号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもや保護者との信頼
関係の築き方

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。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

東京都渋谷区 6時間 令和3年3月6日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 150人
令和3年1月16日～
令和3年2月27日

令02-
80032-
506742号

082-211-1030 http://www.aises.info
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令和２年度(第２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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】集団づくりと学級経営-支
持的風土を自分たちでつくれる子
どもを育てる（PBIS）

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
コツ満載の講座です。近年、注目されているポジティブな行
動を強化していくPBISを紹介しながら、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。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年11月29日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 100人
令和2年8月1日～
令和2年11月14日

令02-
80032-
506743号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】一人一人を伸ばす学級経
営

学級経営は、学級の実態をとらえるところから始まります。
一致団結できる学級なのか、下位集団に分裂し、我関せず
なのか、孤立している子はいないか等、観察から生徒理解
を深めていく必要があります。しかし、現場では、どうしても
個々の教員の経験や勘に頼りがちな傾向があります。本講
座では、学級の実態把握や生徒の学校適応感を把握する
方法も紹介し、その上で、どのような集団に育てていくか、
校種や生徒の発達の特徴を踏まえ、目的に応じたガイダン
スプログラムを実施する方法を考えていきます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） 東京都渋谷区 6時間 令和2年11月28日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 150人
令和2年8月1日～
令和2年11月14日

令02-
80032-
506744号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】通常の学級における特別
支援教育

通常の学級における特別な教育的ニーズのある児童生徒
への支援は、学校や教師によって差があります。教師が支
援ニーズに気づき、実態把握をし、特性に応じた支援を設計
できる力をつける必要があります。実態把握の方法や支援
方法、個別の指導計画の作成・活用方法などを学びます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） 東京都渋谷区 6時間 令和2年12月20日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 150人
令和2年8月1日～
令和2年12月5日

令02-
80032-
506745号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもや保護者との信頼
関係の築き方

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、
豊富な相談経験をもつ講師が、学校で使えるカウンセリング
技法やコーチング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。

鈴木　建生（ユマニテク短期大学　学長） 兵庫県神戸市 6時間 令和3年2月13日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 100人
令和3年1月18日～

令和3年2月6日

令02-
80032-
506746号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもの解決力を育む-
子ども同士のトラブル・対立解決
アプローチ

日常生活は対立やトラブルの連続です。学級内で起こった
問題やトラブルを教師が解決するのではなく、子どもが子ど
も同士で問題を解決していく力をどのように育てていったら
いいのか、効果が実証されている「修復的正義」や「対立を
解決するミディエーション」について学べる講座です。また、
日常的に起こりうるトラブルや対立を想定した演習を通し
て、子どもへの効果的なアプローチについて検討します。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年11月22日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 100人
令和2年8月1日～
令和2年11月8日

令02-
80032-
506747号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】集団づくりと学級経営-支
持的風土を自分たちでつくれる子
どもを育てる（PBIS）

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
コツ満載の講座です。近年、注目されているポジティブな行
動を強化していくPBISを紹介しながら、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。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和3年3月13日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 100人
令和3年1月18日～

令和3年3月6日

令02-
80032-
506748号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】これだけは押さえたい！
学級経営と集団づくりの技

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
コツ満載の講座です。生徒との信頼関係づくり、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。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年10月24日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月10日

令02-
80032-
506749号

082-211-1030 http://www.aises.info
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令和２年度(第２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

公益社団法人日
本環境教育
フォーラム

【選択】アクティブな学びを引き出
すファシリテーション研修

新学習指導要領や持続可能な開発目標(SDGs)により、学
校教育で育てたい人物像や教師に求められるスキルが変
化している中、本研修では「主体的・対話的で深い学び（ア
クティブ・ラーニング）」を実現する対話型授業の手法を、体
験と理論講義によって学びます。
環境教育の領域で蓄積されてきたワークショップの手法や、
体験を学びにつなげるファシリテーションを自ら体験し、その
背景理論を学ぶことで学びを深めるための働きかけのスキ
ルを身に付けることを目指します。
具体的なスキルとしては、1）KP法（紙芝居プレゼンテーショ
ン法）、2）えんたくんミーティング、3）ABD（アクティブ・ブック・
ダイアローグ） などです。

川嶋　直（理事長）
諏訪　哲郎（学習院大学　文学部教授）
中野　民夫（東京工業大学　リベラルアーツ研
究教育院教授）
栗原　清（学習院大学　文学部特任教授）
鴨川　光（ジャパンGEMSセンター研究員）

東京都豊島区 18時間
令和2年8月19日～
令和2年8月21日

教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
22,000円 70人

令和2年3月16日～
令和2年7月15日

令02-
80033-
505968号

03-5834-2897
http://www.jeef.or.jp/a
ctivities/kyouinmenkyo
/

公益社団法人日
本キャンプ協会

【選択】「生きる力」を育む自然体
験活動（キャンプ）の指導

本講習では、幼稚園、小中学校、高等学校で行われる集団
宿泊研修の充実を目的に、自然体験活動（キャンプ）の教育
的意義を理解し、自然の中で、子どもたちの人格形成に与
える効果的なプログラムの作成や指導法、体験活動の基本
技術の習得、安全管理等について、理論と演習を通じて実
践的に学習します。特に、自然の理解、自分と他者の関係、
生活体験やチャレンジ体験による自己肯定感を涵養し、子
どもたちにとって有意義な体験活動について学びます。

星野　敏男（明治大学　経営学部教授）
野口　和行（慶応義塾大学　体育研究所教授）
坂谷　充（北翔大学　生涯スポーツ学部講師）
鈴木　由美（女子美術大学　非常勤講師）
中村　正雄（大東文化大学　スポーツ・健康科
学部教授）
青木　康太朗（國學院大學　人間開発学部）
針ヶ谷　雅子（明治大学　非常勤講師）
遠藤　知里（常葉大学短期大学部　保育科准教
授）
太田　正義（常葉大学　教育学部准教授）
村井　伸二（玉川大学　TAPセンター准教授）
高荷　英久（日本体育大学　スポーツマネジメン
ト学部助教）
森山　進吾（姫路大学、豊岡短期大学　非常勤
講師）

東京都渋谷区 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
20,500円 30人

令和2年3月16日～
令和2年7月4日

令02-
80035-
505665号

03-3469-0217 http://camping.or.jp/

公益社団法人日
本キャンプ協会

【選択】「生きる力」を育む自然体
験活動（キャンプ）の指導

本講習では、幼稚園、小中学校、高等学校で行われる集団
宿泊研修の充実を目的に、自然体験活動（キャンプ）の教育
的意義を理解し、自然の中で、子どもたちの人格形成に与
える効果的なプログラムの作成や指導法、体験活動の基本
技術の習得、安全管理等について、理論と演習を通じて実
践的に学習します。特に、自然の理解、自分と他者の関係、
生活体験やチャレンジ体験による自己肯定感を涵養し、子
どもたちにとって有意義な体験活動について学びます。

星野　敏男（明治大学　経営学部教授）
野口　和行（慶応義塾大学　体育研究所教授）
坂谷　充（北翔大学　生涯スポーツ学部講師）
鈴木　由美（女子美術大学　非常勤講師）
中村　正雄（大東文化大学　スポーツ・健康科
学部教授）
青木　康太朗（國學院大學　人間開発学部）
針ヶ谷　雅子（明治大学　非常勤講師）
遠藤　知里（常葉大学短期大学部　保育科准教
授）
太田　正義（常葉大学　教育学部准教授）
村井　伸二（玉川大学　TAPセンター准教授）
高荷　英久（日本体育大学　スポーツマネジメン
ト学部助教）
森山　進吾（姫路大学、豊岡短期大学　非常勤
講師）

北海道札幌市 18時間
令和2年8月16日～
令和2年8月18日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
26,400円 30人

令和2年3月16日～
令和2年7月15日

令02-
80035-
505666号

03-3469-0217 http://camping.or.jp/
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令和２年度(第２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

公益社団法人日
本キャンプ協会

【選択】「生きる力」を育む自然体
験活動（キャンプ）の指導

本講習では、幼稚園、小中学校、高等学校で行われる集団
宿泊研修の充実を目的に、自然体験活動（キャンプ）の教育
的意義を理解し、自然の中で、子どもたちの人格形成に与
える効果的なプログラムの作成や指導法、体験活動の基本
技術の習得、安全管理等について、理論と演習を通じて実
践的に学習します。特に、自然の理解、自分と他者の関係、
生活体験やチャレンジ体験による自己肯定感を涵養し、子
どもたちにとって有意義な体験活動について学びます。

星野　敏男（明治大学　経営学部教授）
野口　和行（慶応義塾大学　体育研究所教授）
坂谷　充（北翔大学　生涯スポーツ学部講師）
鈴木　由美（女子美術大学　非常勤講師）
中村　正雄（大東文化大学　スポーツ・健康科
学部教授）
青木　康太朗（國學院大學　人間開発学部）
針ヶ谷　雅子（明治大学　非常勤講師）
遠藤　知里（常葉大学短期大学部　保育科准教
授）
太田　正義（常葉大学　教育学部准教授）
村井　伸二（玉川大学　TAPセンター准教授）
高荷　英久（日本体育大学　スポーツマネジメン
ト学部助教）
森山　進吾（姫路大学、豊岡短期大学　非常勤
講師）

茨城県常陸太
田市

18時間
令和2年7月21日～
令和2年7月23日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
26,400円 30人

令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
80035-
505667号

03-3469-0217 http://camping.or.jp/

公益社団法人日
本キャンプ協会

【選択】「生きる力」を育む自然体
験活動（キャンプ）の指導

本講習では、幼稚園、小中学校、高等学校で行われる集団
宿泊研修の充実を目的に、自然体験活動（キャンプ）の教育
的意義を理解し、自然の中で、子どもたちの人格形成に与
える効果的なプログラムの作成や指導法、体験活動の基本
技術の習得、安全管理等について、理論と演習を通じて実
践的に学習します。特に、自然の理解、自分と他者の関係、
生活体験やチャレンジ体験による自己肯定感を涵養し、子
どもたちにとって有意義な体験活動について学びます。

星野　敏男（明治大学　経営学部教授）
野口　和行（慶応義塾大学　体育研究所教授）
坂谷　充（北翔大学　生涯スポーツ学部講師）
鈴木　由美（女子美術大学　非常勤講師）
中村　正雄（大東文化大学　スポーツ・健康科
学部教授）
青木　康太朗（國學院大學　人間開発学部）
針ヶ谷　雅子（明治大学　非常勤講師）
遠藤　知里（常葉大学短期大学部　保育科准教
授）
太田　正義（常葉大学　教育学部准教授）
村井　伸二（玉川大学　TAPセンター准教授）
高荷　英久（日本体育大学　スポーツマネジメン
ト学部助教）
森山　進吾（姫路大学、豊岡短期大学　非常勤
講師）

埼玉県秩父郡
長瀞町

18時間
令和2年7月30日～
令和2年8月1日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
26,400円 20人

令和2年3月16日～
令和2年7月10日

令02-
80035-
505668号

03-3469-0217 http://camping.or.jp/

公益社団法人日
本キャンプ協会

【選択】「生きる力」を育む自然体
験活動（キャンプ）の指導

本講習では、幼稚園、小中学校、高等学校で行われる集団
宿泊研修の充実を目的に、自然体験活動（キャンプ）の教育
的意義を理解し、自然の中で、子どもたちの人格形成に与
える効果的なプログラムの作成や指導法、体験活動の基本
技術の習得、安全管理等について、理論と演習を通じて実
践的に学習します。特に、自然の理解、自分と他者の関係、
生活体験やチャレンジ体験による自己肯定感を涵養し、子
どもたちにとって有意義な体験活動について学びます。

星野　敏男（明治大学　経営学部教授）
野口　和行（慶応義塾大学　体育研究所教授）
坂谷　充（北翔大学　生涯スポーツ学部講師）
鈴木　由美（女子美術大学　非常勤講師）
中村　正雄（大東文化大学　スポーツ・健康科
学部教授）
青木　康太朗（國學院大學　人間開発学部）
針ヶ谷　雅子（明治大学　非常勤講師）
遠藤　知里（常葉大学短期大学部　保育科准教
授）
太田　正義（常葉大学　教育学部准教授）
村井　伸二（玉川大学　TAPセンター准教授）
高荷　英久（日本体育大学　スポーツマネジメン
ト学部助教）
森山　進吾（姫路大学、豊岡短期大学　非常勤
講師）

静岡県富士宮
市

18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月5日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
26,400円 30人

令和2年3月16日～
令和2年7月14日

令02-
80035-
505669号

03-3469-0217 http://camping.or.jp/
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令和２年度(第２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

公益社団法人日
本キャンプ協会

【選択】「生きる力」を育む自然体
験活動（キャンプ）の指導

本講習では、幼稚園、小中学校、高等学校で行われる集団
宿泊研修の充実を目的に、自然体験活動（キャンプ）の教育
的意義を理解し、自然の中で、子どもたちの人格形成に与
える効果的なプログラムの作成や指導法、体験活動の基本
技術の習得、安全管理等について、理論と演習を通じて実
践的に学習します。特に、自然の理解、自分と他者の関係、
生活体験やチャレンジ体験による自己肯定感を涵養し、子
どもたちにとって有意義な体験活動について学びます。

平田　裕一（至学館大学　副学長・教授）
時安　和行（至学館大学　健康科学部教授）
永吉　宏英（元大阪体育大学学長）
高見　彰（大阪国際大学　人間科学部教授）
甲斐　知彦（関西学院大学　人間福祉学部教
授）
冨山　浩三（大阪体育大学　体育学部教授）
伊原　久美子（大阪体育大学　体育学部准教
授）
築山　泰典（福岡大学　スポーツ科学部教授）
花田　道子（九州共立大学　スポーツ学部助
教）

愛知県美浜町 18時間
令和2年8月10日～
令和2年8月12日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
26,400円 20人

令和2年3月16日～
令和2年7月20日

令02-
80035-
505670号

03-3469-0217 http://camping.or.jp/

公益社団法人日
本キャンプ協会

【選択】「生きる力」を育む自然体
験活動（キャンプ）の指導

本講習では、幼稚園、小中学校、高等学校で行われる集団
宿泊研修の充実を目的に、自然体験活動（キャンプ）の教育
的意義を理解し、自然の中で、子どもたちの人格形成に与
える効果的なプログラムの作成や指導法、体験活動の基本
技術の習得、安全管理等について、理論と演習を通じて実
践的に学習します。特に、自然の理解、自分と他者の関係、
生活体験やチャレンジ体験による自己肯定感を涵養し、子
どもたちにとって有意義な体験活動について学びます。

平田　裕一（至学館大学　副学長・教授）
時安　和行（至学館大学　健康科学部教授）
永吉　宏英（元大阪体育大学学長）
高見　彰（大阪国際大学　人間科学部教授）
甲斐　知彦（関西学院大学　人間福祉学部教
授）
冨山　浩三（大阪体育大学　体育学部教授）
伊原　久美子（大阪体育大学　体育学部准教
授）
築山　泰典（福岡大学　スポーツ科学部教授）
花田　道子（九州共立大学　スポーツ学部助
教）

奈良県吉野町 18時間
令和2年7月24日～
令和2年7月26日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
26,400円 30人

令和2年3月16日～
令和2年7月3日

令02-
80035-
505671号

03-3469-0217 http://camping.or.jp/

公益社団法人日
本キャンプ協会

【選択】「生きる力」を育む自然体
験活動（キャンプ）の指導

本講習では、幼稚園、小中学校、高等学校で行われる集団
宿泊研修の充実を目的に、自然体験活動（キャンプ）の教育
的意義を理解し、自然の中で、子どもたちの人格形成に与
える効果的なプログラムの作成や指導法、体験活動の基本
技術の習得、安全管理等について、理論と演習を通じて実
践的に学習します。特に、自然の理解、自分と他者の関係、
生活体験やチャレンジ体験による自己肯定感を涵養し、子
どもたちにとって有意義な体験活動について学びます。

平田　裕一（至学館大学　副学長・教授）
時安　和行（至学館大学　健康科学部教授）
永吉　宏英（元大阪体育大学学長）
高見　彰（大阪国際大学　人間科学部教授）
甲斐　知彦（関西学院大学　人間福祉学部教
授）
冨山　浩三（大阪体育大学　体育学部教授）
伊原　久美子（大阪体育大学　体育学部准教
授）
築山　泰典（福岡大学　スポーツ科学部教授）
花田　道子（九州共立大学　スポーツ学部助
教）

福岡県宗像市 18時間
令和2年7月21日～
令和2年7月23日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
26,400円 20人

令和2年3月16日～
令和2年6月30日

令02-
80035-
505672号

03-3469-0217 http://camping.or.jp/

公益社団法人日
本キャンプ協会

【選択】学級経営に活かせる自然
体験活動（キャンプ）の指導

パソコンやスマホ等の普及により、子どもたちの現実的な体
験活動が不足している中で、子どもたちの社会性やコミュニ
ケーション能力を育むことは、学校教育においても重要な
テーマと言えます。本講習では、自然体験活動の中で行うプ
ログラムの理論と実践を通じて、子どもたちの成長につなが
る指導法ついて学習します。

川村　協平（山梨大学　非常勤講師）
大和田　浩二（山梨大学　非常勤講師）
中津　範洋（仙台大学　非常勤講師）
清水　幸一（四国学院大学　総合教育研究セン
ター教授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月10日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
7,000円 30人

令和2年3月16日～
令和2年7月20日

令02-
80035-
505673号

03-3469-0217 http://camping.or.jp/

公益社団法人日
本キャンプ協会

【選択】学級経営に活かせる自然
体験活動（キャンプ）の指導

パソコンやスマホ等の普及により、子どもたちの現実的な体
験活動が不足している中で、子どもたちの社会性やコミュニ
ケーション能力を育むことは、学校教育においても重要な
テーマと言えます。本講習では、自然体験活動の中で行うプ
ログラムの理論と実践を通じて、子どもたちの成長につなが
る指導法ついて学習します。

川村　協平（山梨大学　非常勤講師）
大和田　浩二（山梨大学　非常勤講師）
中津　範洋（仙台大学　非常勤講師）
清水　幸一（四国学院大学　総合教育研究セン
ター教授）

宮城県東松島
市

6時間 令和2年8月11日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
7,000円 30人

令和2年3月16日～
令和2年7月21日

令02-
80035-
505674号

03-3469-0217 http://camping.or.jp/
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令和２年度(第２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

公益社団法人日
本キャンプ協会

【選択】学級経営に活かせる自然
体験活動（キャンプ）の指導

パソコンやスマホ等の普及により、子どもたちの現実的な体
験活動が不足している中で、子どもたちの社会性やコミュニ
ケーション能力を育むことは、学校教育においても重要な
テーマと言えます。本講習では、自然体験活動の中で行うプ
ログラムの理論と実践を通じて、子どもたちの成長につなが
る指導法ついて学習します。

川村　協平（山梨大学　非常勤講師）
大和田　浩二（山梨大学　非常勤講師）
中津　範洋（仙台大学　非常勤講師）
清水　幸一（四国学院大学　総合教育研究セン
ター教授）

香川県丸亀市 6時間 令和2年8月22日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
7,000円 30人

令和2年3月16日～
令和2年7月20日

令02-
80035-
505675号

03-3469-0217 http://camping.or.jp/

公益財団法人か
ずさDNA研究所

【選択】分子生物学入門　～基礎
から応用まで～

近年、著しい発展を遂げる生命科学分野について、ＤＮＡ研
究の歩みを踏まえながら基礎から応用まで分かり易く講義
する。先端技術である遺伝子組換え、ゲノム編集、遺伝子
診断や治療等についても紹介する。また、自分の口腔粘膜
細胞からＤＮＡを抽出し、ＰＣＲ法や電気泳動を用いて、ＡＬＤ
Ｈ２遺伝子を解析する。さらに、最先端の次世代シーケン
サーや高分解能質量分析装置等を見学し、その機能につい
て理解する。

長瀬　隆弘（広報・研究推進グループ長）
青木　正寿（広報・研究推進グループ 参与）

千葉県木更津
市

6時間 令和2年8月4日 教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校及び特別支援
学校中学部高等
部の理科教諭

6,000円 24人
令和2年4月25日～
令和2年7月15日

令02-
80036-
504800号

0438-52-3930
https://www.kazusa.or.j
p/

一般社団法人キ
リスト教保育連盟

【選択】保育者論

乳幼児期の保育には子どもに出会い、向き合い、その成長
発達を喜び、支える保育者の存在が必要である。
本講座では、保育者に求められている職務内容や倫理、遊
びを支える保育者の役割を確認する。また、保育者同士の
協働、地域との連携、保護者との連携、保育の質を高める
研修等、諸課題への取り組みを考えていく。

東　義也（尚絅学院大学　教授）
片山　知子（和泉短期大学　非常勤講師）
目良　秋子（白百合女子大学　教授）

インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31日

教諭 幼稚園教諭 9,600円 1,500人
令和2年3月16日～
令和3年3月30日

令02-
80038-
505474号

03-3233-9550 http://kihoren.com/

一般社団法人キ
リスト教保育連盟

【選択】子ども理解

本講座では、乳幼児期の発達の過程や発達の個人差につ
いて学ぶ。
発達とは人や物を含む周りの環境との日々の相互作用の
積み重ねの上に展開されていくものであり、発達の過程を
理解することによって、見通しをもった保育をすることができ
る。ただし、子どもの発達には個人差もあり、育っていく上で
大人からの丁寧な関わりを要する子どももいる。そうした子
どもを含む集団の保育において求められる支援や配慮につ
いても考えたい。

坂上　裕子（青山学院大学　准教授） インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31日

教諭 幼稚園教諭 9,600円 1,500人
令和2年3月16日～
令和3年3月30日

令02-
80038-
505475号

03-3233-9550 http://kihoren.com/

一般社団法人キ
リスト教保育連盟

【選択】キリスト教に基づく乳幼児
保育

本講座では、キリスト教保育の基盤であるキリスト教の子ど
も観・人間観・世界観を聖書から学ぶ。また、日本の保育の
発展に重要な役割をはたしてきたキリスト教保育の歴史を
学ぶ。
その中で大切にされてきた理念や目的を知ることで、現在
の保育実践を振り返り、キリスト教で大切にされている具体
的な行事や保育の内容、方法を考察する。

田島　靖則（立教大学　非常勤講師）
磯野　眞紀子（元　平安女学院大学短期大学部
教授）

インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31日

教諭 幼稚園教諭 9,600円 1,500人
令和2年3月16日～
令和3年3月30日

令02-
80038-
505476号

03-3233-9550 http://kihoren.com/

一般社団法人キ
リスト教保育連盟

【選択】保育の課題

子どもを取り巻く社会環境、家庭環境の変化の中で、子ども
の健やかな成長を支えるために、基本的生活習慣や生活リ
ズムの育成、養護と教育の一体化が求められている。家庭
の養育力、教育力の再生を保育者が支援していくために
は、幼稚園及び認定こども園における保育の質の向上が欠
かせない。
本講座では、保育の現代的課題を、養護機能の充実、子育
て支援の充実、保育の質の向上の視点から学ぶ。

鈴木　みゆき（独立行政法人国立青少年教育
振興機構　理事長）
大豆生田　啓友（玉川大学　教授）

インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31日

教諭 幼稚園教諭 9,600円 1,500人
令和2年3月16日～
令和3年3月30日

令02-
80038-
505477号

03-3233-9550 http://kihoren.com/
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令和２年度(第２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

金沢学院大学・
金沢学院短期大
学

【選択】これからの学校の食育 ～
チームで取り組む食育のPDCA
～

　近年、子供の食をめぐり発達・発育の重要な時期にありな
がら問題は多様化・深刻化し、生涯にわたる健康への影響
が懸念されている。学校においては、複雑・困難化した課題
に向き合うため「チーム」として学校運営に参画することが求
められている。
　本講座では、全教職員がそれぞれの専門性を生かし
「チーム」として学校の食育を推進させることを目的に、食育
のPDCAや食に関する最新のトピックス、県内の食育の実態
についての解説をする。また食育評価やデータの集計方法
の演習を行う。

川村　美笑子（金沢学院大学　人間健康学部教
授）
安嶋　まなみ（金沢学院短期大学　食物栄養学
科講師）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月19日
教諭

栄養教
諭

中学校・高等学
校教諭（家庭）、

栄養教諭
6,000円 10人

令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
90006-
505321号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学・
金沢学院短期大
学

【選択】保育内容「表現」の可能
性　ー新幼稚園教育要領の視点
からー

　保育内容「表現」の可能性を、新幼稚園教育要領の視点
から考えます。特に、音楽や造形的な活動を中心とした実
践を通して、発達と学びの連続性、表現の多様性について
考えていきます。

吉田　若葉（金沢学院短期大学　幼児教育学科
教授）
南雲　まき（金沢学院大学　文学部教育学科講
師）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月25日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 60人

令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
90006-
505322号

076-229-8803　
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

安田女子大学・
安田女子短期大
学

【選択】幼稚園における教育的活
動の理論と実践

①幼児の造形活動に関する理論と実践について、表現する
ことの楽しさを実感しながら幼児の目線から学んでいく。材
料から思い付く遊びや絵画的な活動、工作的な活動の具体
を取り上げ、造形活動の意味について理解を深める。
②保育内容「表現」の理論及び実践講習を行う。日頃の幼
児の表現活動について考察を進めながら、幼児の表現につ
いて理解を深める。また、イメージを広げて楽しむ音楽的な
表現活動を取り入れ、実践する。

藤原　逸樹（安田女子短期大学　保育科教授）
圓光寺　美奈子（安田女子短期大学　保育科教
授）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
90023-
504425号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学・
安田女子短期大
学

【選択】保育者の専門性を高める
理論と実践

①保育者が直面する保護者対応など近年の保育現場にお
ける課題の解決方法について、深く学ぶ。事例への対応を
参加者が互いの経験を出し合い、共に考えることで専門性
を高め合い、協働性を発揮する学びとする。
②保育者の専門性が求められるものの１つとして保護者支
援がある。保護者・子ども問わず、「他者を理解する」ことは
重要と理解しているものの、難しいと感じることも少なくな
い。そこで、対人援助の基礎として、他者理解、コミュニケー
ション、面接技法などを学ぶ。

武藤　大司（安田女子短期大学　保育科教授）
新本　惣一朗（安田女子短期大学　保育科准教
授）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月8日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
90023-
504426号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学・
安田女子短期大
学

【選択】豊かな保育実践へのエク
ササイズ

①地球規模で“子ども”という領域に社会的な関心が集ま
り、多様な保育実践が行われています。この講習では、次世
代に備え、芸術をはじめとする他の専門分野の人々と連携・
協働しながら保育実践に向かう、主体的・対話的で深い学
びの礎となる豊かで創造的な“知”について、演習を通して
体験的に学びます。
②幼児教育における音楽表現に必要な保育者の感性と表
現する技能について考え、創造性を育む幼児音楽教育を模
索します。

廿日出　里美（安田女子短期大学　保育科教
授）
永田　雅彦（安田女子短期大学　保育科准教
授）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月8日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
90023-
504427号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学・
安田女子短期大
学

【選択】豊かな保育実践へのエク
ササイズ

①地球規模で“子ども”という領域に社会的な関心が集ま
り、多様な保育実践が行われています。この講習では、次世
代に備え、芸術をはじめとする他の専門分野の人々と連携・
協働しながら保育実践に向かう、主体的・対話的で深い学
びの礎となる豊かで創造的な“知”について、演習を通して
体験的に学びます。
②幼児教育における音楽表現に必要な保育者の感性と表
現する技能について考え、創造性を育む幼児音楽教育を模
索します。

廿日出　里美（安田女子短期大学　保育科教
授）
永田　雅彦（安田女子短期大学　保育科准教
授）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
90023-
504428号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

安田女子大学・
安田女子短期大
学

【選択】保育者の専門性を高める
理論と実践

①保育者が直面する保護者対応など近年の保育現場にお
ける課題の解決方法について、深く学ぶ。事例への対応を
参加者が互いの経験を出し合い、共に考えることで専門性
を高め合い、協働性を発揮する学びとする。
②保育者の専門性が求められるものの1つとして保護者支
援がある。保護者・子ども問わず、「他者を理解する」ことは
重要と理解しているものの、難しいと感じることも少なくな
い。そこで、対人援助の基礎として、他者理解、コミュニケー
ション、面接技法などを学ぶ。

武藤　大司（安田女子短期大学　保育科教授）
新本　惣一朗（安田女子短期大学　保育科准教
授）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
90023-
504429号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学・
安田女子短期大
学

【選択】幼稚園における教育的活
動の理論と実践

①幼児の造形活動に関する理論と実践について、表現する
ことの楽しさを実感しながら幼児の目線から学んでいく。材
料から思い付く遊びや絵画的な活動、工作的な活動の具体
を取り上げ、造形活動の意味について理解を深める。
②保育内容「表現」の理論及び実践講習を行う。日頃の幼
児の表現活動について考察を進めながら、幼児の表現につ
いて理解を深める。また、イメージを広げて楽しむ音楽的な
表現活動を取り入れ、実践する。

藤原　逸樹（安田女子短期大学　保育科教授）
圓光寺　美奈子（安田女子短期大学　保育科教
授）

広島県広島市
安佐南区

6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和2年3月30日～
令和2年4月15日

令02-
90023-
504430号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

西九州大学・西
九州大学短期大
学部

【選択】国際理解・異文化理解教
育

理論編として，国際理解教育及び異文化理解教育の概念と
目標，国際理解教育及び異文化理解教育の学習領域につ
いて紹介する。特に，各校種によって，実施可能な国際理
解教育及び異文化理解教育の具体例を紹介したい。実践
編として，国際理解教育及び異文化理解教育の授業で役立
つ，参加型学習事例（アクティビティ）をいくつか体験してもら
い，参加者がアクティブ・ラーニングを通して授業実践力を
高めることをめざしたい。

松井　克行（西九州大学子ども学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月18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
令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
90027-
506222号

0952-37-9206　
(内線： 126)

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

西九州大学・西
九州大学短期大
学部

【選択】こころの健康についての
理解と対応

心の健康についての理解と対応をテーマにします。教育相
談を適切に進めていくには、教師自身、すなわち受講者自
身の心の健康の理解と対応が求められる、この考えに立っ
て講習を構成しました。この視点に基づいてカウンセリング
マインドについて理解を深めます。 次に不登校、いじめ被
害・加害の子どもの理解と対応について学習します。

髙尾　兼利（西九州大学子ども学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月18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
令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
90027-
506223号

0952-37-9206　
(内線： 126)

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

西九州大学・西
九州大学短期大
学部

【選択】幼児に対する具体的な指
導法の充実

本科目では、造形と体育の２分野の指導法の充実を図る。
造形では、幼児期の「造形遊び」における指導・支援法につ
いて演習を通して学ぶ。体育では、幼児期の子どもの育ち
に応じた運動内容の選択の在り方を考える。また、子どもの
運動意欲や多様な動きを引き出すための指導法や援助法
等について考察する。

牛丸　和人（西九州大学短期大学部教授）
西田　明史（西九州大学短期大学部准教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
90027-
506224号

0952-37-9206　
(内線： 126)

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

西九州大学・西
九州大学短期大
学部

【選択】発達障害等のある子ども
の理解と支援

インクルーシブ教育システムの構築を目指し、発達障害を
含む障害のある子どもたちへの指導の充実を図るため、
幼・小・中・高・特別支援学校の教育課程の改善について検
討がなされている。本講習では、児童期・思春期の発達をふ
まえて発達障害（学習障害、ＡＤＨD、自閉スペクトラム症等）
といわれる児童期・思春期の子どもたちへの理解と支援に
ついて再考したい。

池田　久剛（西九州大学子ども学部教授）
利光　恵（西九州大学子ども学部准教授）
中村　理美（西九州大学子ども学部講師）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月19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
令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
90027-
506225号

0952-37-9206　
(内線： 126)

http://www.nisikyu-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

西九州大学・西
九州大学短期大
学部

【選択】学校教育活動の手引き

近年の子どもたちのネガティブな心理変化（自己受容感・自
尊感情の低下、対人不適応など）に対応する種々の心理教
育的トレーニングについて、それらのねらい・指導の手順と
実施上の留意点などについて講義する。後半では、学校教
育活動における今日的な課題解決に向けた、子ども理解や
背景を見抜く力、危機管理への対応について学ぶことを目
的として講義をします。

原田　純治（西九州大学健康福祉学部教授）
渡瀬　浩介（西九州大学健康福祉学部准教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月19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 50人
令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
90027-
506226号

0952-37-9206　
(内線： 126)

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

西九州大学・西
九州大学短期大
学部

【選択】乳幼児期の健康教育

本科目では、乳幼児期の発達的特徴と起こりやすい事故と
の関係、事故防止や感染症予防の方法、怪我・感染症等の
発生時の対応や応急処置について考察する。乳幼児の健
康と安全を管理するための環境構成と幼児教育・保育職従
事者による支援のあり方を検討する。また、幼児期における
現代的な健康課題について社会的背景とその解決に向け
た方策を考察する。特に、幼児教育・保育において、運動習
慣・体力の基礎の形成を具現化するための健康教育のあり
方について検討する。

西田　明史（西九州大学短期大学部准教授）
赤坂　久子（元西九州大学短期大学部講師）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月20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 30人

令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
90027-
506227号

0952-37-9206　
(内線： 126)

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

西九州大学・西
九州大学短期大
学部

【選択】これからの学校教育にお
ける健康教育と安全教育

本講習は、社会的背景を踏まえ現在の児童生徒の心身の
健康問題について学際的に理解するとともに、これらかの
学校教育における健康教育について学ぶことを目的とす
る。特に、ヘルスプロモーションの理念に基づいたカリキュラ
ムレベルでの健康教育の理論や具体的実践の方法につい
て検討する。これらを踏まえ、健康教育に対する知識とその
実践について理解する。

松本　大輔（西九州大学子ども学部准教授）
久保　明広（鳥栖市立弥生が丘小学校　教諭）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月20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
令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
90027-
506228号

0952-37-9206　
(内線： 126)

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

西九州大学・西
九州大学短期大
学部

【選択】生徒指導・特別活動

生徒指導および特別活動に関して見識を深める。前半の講
座では、「新学習指導要領（特別活動）の改善点について」
（特別活動分野）、「いじめ、不登校への対応と未然防止に
ついて」（生徒指導分野）といった基礎的な内容を取り扱う。
後半の講座では、「特別活動の国際比較」（特別活動分
野）、「生徒指導に関わる教育法規」（生徒指導分野）といっ
た発展的な内容を取り扱う。

植田　啓嗣（西九州大学健康福祉学部講師）
猿渡　正利（日本特別活動学会　理事）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月20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
令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
90027-
506229号

0952-37-9206　
(内線： 126)

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

西九州大学・西
九州大学短期大
学部

【選択】支援が必要な家庭への関
わり方

近年、子どもを取り巻く環境は厳しくなり、保育・教育の領域
において、支援が必要な子どもや家族に多く出会う。本講習
では、特に、重大な課題となっている児童虐待について取り
上げる。我が国の児童虐待の現状や法制度について解説し
た後、被虐待児の特徴や心理的支援について、事例を通し
て理解を深めながら、保育や教育現場での具体的支援方法
について検討する。

占部　尊士（西九州大学短期大学部准教授）
津上　佳奈美（西九州大学短期大学部講師）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月21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 30人

令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
90027-
506230号

0952-37-9206　
(内線： 126)

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

西九州大学・西
九州大学短期大
学部

【選択】学校での危機管理－学校
事故等への対応－

学校の教育活動において生じる事故や災害等の現状につ
いて理解を深め、安全管理や安全教育の両面から予防的
取組や事故発生後の取組等について考察する。また、学校
管理下で発生する事故等の模擬事例をもとに、グループに
分かれてケーススタディを行い、教員として組織的な危機対
応（事故発生時の応急手当を含む）が行えるようになること
を目指す。

山田　修司（西九州大学子ども学部准教授）
大家　さとみ（西九州大学看護学部准教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月21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
令和2年3月16日～
令和2年4月24日

令02-
90027-
506231号

0952-37-9206　
(内線： 126)

http://www.nisikyu-
u.ac.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】「道徳」教育・「倫理」教育
と中国思想

中国思想が学校教育に与えてきた影響を、小･中学校「道
徳」と高校「倫理」を通じて考察する（「倫理」は「道徳」の延
長線上に位置するため、公民科以外の教諭も対象とする）。
小･中学校「道徳」については、東アジアにおける中国思想
の影響と今日の「道徳」授業の成立の経緯を確認して今日
的意義を考察する。高校「倫理」については、高校生が教科
書から学べる中国思想の知識を検討し、その意義や問題点
を考察する。

井ノ口　哲也（東京学芸大学　教育学部准教
授）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503895号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】学校でしかできない不登
校・いじめの未然防止

不登校といじめの問題を取り上げ、その問題の未然防止を
中心に教師が学校で行える指導の工夫、配慮事項につい
て、教育相談の視点から講義を行います。不登校問題やい
じめの問題の変遷を把握し、どのように現代の教育問題とし
て深刻化してきたのかを理解します。その上で、それらの問
題が生じる要因に着眼し、問題の早期発見と早期対応、未
然防止のために、教師、学校に求められることを明確にしま
す。

小林　正幸（東京学芸大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
養護教

諭

小･中･高等学
校、特別支援学
校教諭、養護教

諭

6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503896号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】現代漢字の基礎知識

本講義では、現代漢字の基礎知識について講義する。主
に、日本語（常用漢字、旧漢字など）、中国語（簡体字、繁体
字など）で用いられる漢字について、その成り立ちや変遷に
ついて講じる。また、漢字とコンピュータとのかかわりを基礎
として、漢字教育やＩＣＴ支援などについても論じる。

松岡　榮志（東京学芸大学　教育学部名誉教
授）
木村　守（東京学芸大学　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小学校教諭、中･
高等学校教諭

（国語）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503897号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】発達障害の児童生徒の
理解と支援

LD（学習障害）、ADHD（注意欠如多動症）、ASD（自閉スペ
クトラム症）などの発達障害の児童生徒における行動、認
知、情動の発達の特徴と学校やその他の場で起こる問題に
ついて概説する。そして、その特性の理解に基づき、発達障
害の児童生徒の学習とコミュニケーション、及び社会性の発
達を支援するための考え方と具体的な方法について学ぶ。

藤野　博（東京学芸大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22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 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503898号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】漢詩朗読のための中国語
発音基礎講座

本講義では、国語教材の漢詩などを中国語で音読するため
の現代中国語の発音の基礎知識を講義する。併せて漢詩
の形式や押韻などを講じる。

松岡　榮志（東京学芸大学　教育学部名誉教
授）
木村　守（東京学芸大学　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小学校教諭、中･
高等学校教諭

（国語）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503899号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】授業に役立つ漢詩名作鑑
賞入門

本講義では、国語教材でよく取り上げられる漢詩を鑑賞する
ための基礎知識とポイントを分かりやすく講義する。併せ
て、中国語で音読するための現代中国語の発音の基礎知
識なども簡潔に説明する。

松岡　榮志（東京学芸大学　教育学部名誉教
授）
木村　守（東京学芸大学　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小学校教諭、中･
高等学校教諭(国

語)
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503900号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】例を通して学ぶ確率統計

現行の学習指導要領では中学校・高等学校の数学科目に
おいて，確率統計の学習内容の充実が図られた。中学数学
では「資料の活用」が，高校数学では，数学Ⅰに「データの
分析」，数学Ｂに「確率分布と統計的な推測」が入った。これ
らについて、講義前半では指導要領の中で比較的馴染み
が薄いであろう事項についてポイント解説する。後半ではそ
れらを指導する上，知っておくとよいと思われる身近な話題
を幾つか挙げて解説する。

佐久間　紀佳（愛知教育大学　教育学部准教
授）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
中学校・高等学
校教諭（数学）

6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503901号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】音楽科授業の活性化に効
果的な方策と使える指導スキル

音楽科の場合，現実には学習指導要領の内容を限られた
授業時間内に消化することが難しい。それにも拘わらず「費
用対効果」の言葉の下，子ども達の目線でも分かる具体的
な結果や成長を残すことが求められている。この解決のた
め，予め授業内容を整理した上で，ある程度システム化した
指導・活動とともに，授業場面でも計画的臨機応変に対応で
きることが必要。その一助になるよう，各種方策を紹介す
る。

新山王　政和（愛知教育大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小学校教諭、中
学・高等学校教

諭（音楽）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503902号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教育の状況変化と学習指
導要領改訂の理解

国際学力調査によって示された日本の子どもの学力・学習
の現状を踏まえつつ、学習指導要領改訂に至る経緯および
その社会的背景（グローバル社会における能力像）につい
て理解し、新学習指導要領のもとでの授業づくりの方向性を
考える。

竹川　慎哉（愛知教育大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503903号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】新しい教育課程で目指す
「主体的・対話的で深い学び」の
創造

平成29年改訂の学習指導要領で提案されている主体的・対
話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）をどう理解し学校
全体としてどう具現化していくかという喫緊の課題につい
て、生活科や総合的な学習の時間を中心とした探究的な学
習の授業づくりの視点から具体的な実践例にもとづきその
理論と実践の修得をめざす。
カリキュラム・マネジメントとの連動も視野に入れ、発達段階
に即した学びに向かう力や人間性、幼保小との連携・接続
など、これからの教育課程が目指す新たな教育観にも対応
する。

加納　誠司（愛知教育大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
幼・小・中学校教
諭、特別支援学

校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503904号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】小学校外国語活動と小中
連携の英語教育の指導法と理論

小学校において文部科学省の学習指導要領を踏まえた、外
国語活動、及び外国語教育の基本的な理念と目標、入門期
の外国語教育において効果的な教授法、教材論、評価論等
をとりあげ、幼稚園（就学前）、小学校から中学校へと連携
できる英語教育についてのシラバスや指導案の作成や、語
彙指導や発音指導等の実践的な指導方法の検討を行う。

高橋　美由紀（愛知教育大学　教育学部教授）
清水　万里子（愛知教育大学　教育学部非常勤
講師）
米田　尚美（愛知教育大学　教育学部非常勤講
師）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
幼・小・中学校

（英語）教諭、特
別支援学校教諭

6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503905号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】ICT活用指導力パワー
アップ講座～アクティブ・ラーニン
グ型の学びを実現するために～

 ＩＣＴ機器を活用した授業づくりについて，講義とワークショッ
プをとおして以下の点について学習する。
○情報モラルを含む情報教育や教科指導におけるＩＣＴ活用
等の教育情報化の現状
○授業でのＩＣＴ利活用のポイント，活用方法と効果の結び
つけ
○学習内容・効果に照らした主要操作の実演・演習

江島　徹郎（愛知教育大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
幼・小・中学校教
諭、特別支援学

校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503906号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】インフルエンザから食物
アレルギーまで－学校の安全を
まもるための微生物・免疫学－

医療の発達により感染症の脅威は過去のものとなったのだ
ろうか。多くの人が集団生活をおくる学校は、感染症の流行
の場となる。風邪やインフルエンザをはじめ、食中毒やプー
ル熱などの流行は学校運営にも大きな影響を与える。また
人の体を守る仕組みである免疫は、時としてアレルギーとい
う形で人に害を与えることがある。病原体と免疫の仕組みを
総合的に理解し、安心・安全な学校づくりにつなげていきた
い。

岡本　陽（愛知教育大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503907号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】生活環境･生活習慣の変
化を踏まえた生活指導

社会の急速な変化の中で私たちの生活環境や生活習慣は
多様化しており、それに伴って様々な健康上の問題が生じ
ている。本講座では、近年集積された科学的知見に依拠し
て、子どもの生活環境や生活習慣にかかわって生じている
健康問題を捉え直し、「生活」「環境」「からだ」に重点をおい
た生徒指導のあり方について、具体的な事例をもとに学ぶ。

後藤　ひとみ（愛知教育大学　教育学部教授）
久永　直見（愛知教育大学　教育学部非常勤講
師）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2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 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503908号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】著作権や肖像権等を含む
知財創造教育

現代社会において大切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ます。そのうえで、知財創造教育
を理解できる研修を目指します。具体的には、知財創造教
育の知識の教育はもちろん、新学習指導要領に求められる
知識の活用や主体性を引き出す授業、社会に開かれた授
業を展開することが出来るコツを身に付けていただきます。
また、知財創造教育を学んだ後、特許などの知的財産を学
び、それらを活用した授業づくりを企画して頂く予定です。

磯部　征尊（愛知教育大学教育学部　准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22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 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503909号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】ICTを活用した数学授業
実践

eラーニング等のインターネットを利用した学習方法や、電子
黒板やデジタルペンといった学習用ディバイス、グラフィック
スやアニメーションを使った学習コンテンツ等、ICTを活用し
た授業の取り組みは、生徒の興味関心を高め、学力を向上
させることが期待されている。本講習では，ICT活用により開
発した「eラーニング」や「授業支援型学習コンテンツ」による
授業実践を通じ、効果的な授業デザインの習得とICT活用
指導力の向上を目指す。

今井　順一（公立千歳科学技術大学　理工学部
教授）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
中・高等学校教

諭（数学）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503910号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】基本的人権の保障と最高
裁判決の動向

本講習は、教職科目である「日本国憲法」の知識を最新の
ものにすることを目的とする。基本的人権に関する判例と主
要な学説とともに、ここ10年ほどの間に最高裁判所が新しく
出した判決（例：国籍法事件、空知太神社訴訟、非嫡出子相
続分差別訴訟など）を取り上げ、基本的人権をめぐる最近の
動向について学習する。近年、最高裁判所が積極的に違憲
判断を行っている現状を知ることができる。

岩本　一郎（公立千歳科学技術大学　理工学部
非常勤講師）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503911号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】心理学入門　～人間の記
憶・言語・思考のふしぎを探る～

教室での学習の場面で、例えば「なぜ生徒によってこんなに
も理解が違うの？」と感じたことはありませんか。同じ説明を
しても、それを受け取る生徒の理解はさまざまです。人が文
字を読み（話を聞き）、記憶し、思考し、理解する心の働きと
はそもそもどのようなものなのでしょうか。本講習では、心理
学の諸分野の中から記憶、言語、思考、注意といったテーマ
について心理学的な諸現象やそれを説明するモデルについ
て学習し、学習場面での生徒の振るまいを理解する一助と
します。

中嶋　輝明（公立千歳科学技術大学　理工学部
非常勤講師）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503912号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】理科を英語で教える・学
ぶ～English for Science～

本講座では、基本的な理科（米国では中学レベル）の英単
語を教え、学ぶ。その後、波や光の性質などを実験を交えて
英語で学習する。講義は映像で3人の会話をまず英語のみ
で視聴し、どれくらい理解できているか後に参考資料で確認
しながら再度映像を見て確認、復習する。そのあと、英語の
みで出題されているドリルで確認テストを行う。英語で他の
科目も学習する時代を意識した内容となっている。

Randy　L.Evans（公立千歳科学技術大学　理工
学部専任講師）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小学校教諭、中
学・高等学校教

諭（理科）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503913号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】算数を英語で教える・学
ぶ ～English for Mathematics～

本講座では、算数を教え、学ぶ。その後、基本計算や数概
念などを授業形式で英語で学習する。講義は映像で3人の
会話をまず英語のみで視聴し、どれくらい理解できているか
後に参考資料で確認しながら再度映像を見て確認、復習す
る。そのあと、英語のみで出題されているドリルで確認テスト
を行う。英語で他の科目も学習する時代を意識した内容と
なっている。

Randy　L.Evans（公立千歳科学技術大学　理工
学部専任講師）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小学校教諭、中
学・高等学校教

諭（数学）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503914号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教育の情報化とICT活用

21世紀をより良く生きるためのスキルとして、「生きる力」や
「情報活用能力」の育成が求められている。これに伴い学校
や教員に、果たすべき新たな役割や資質能力の向上が期
待されている。本講習では教育の情報化における動向を踏
まえ、3つの柱である「情報活用能力の育成」「教科指導にお
けるICT活用」「校務の情報化」について俯瞰するとともに、
教育の情報化の効果的な活用法および指導力の向上を目
指す。

西野　和典（九州工業大学　教養教育院人文社
会系教授）
高橋　参吉（帝塚山学院大学　人間科学部情報
メディア学科教授）
西端　律子（畿央大学　教育学部現代教育学科
教授）
山川　広人（公立千歳科学技術大学　理工学部
情報システム工学科専任講師）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小･中･高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503915号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】はじめてのＥＳＤ（持続可
能な開発のための教育）

ESD（持続可能な開発のための教育）の目的や内容、背景
や動向、SDGs（Sustainable Development Goals（持続可能
な開発目標））の基礎について、受講生の理解を促す。ま
た、学校におけるESDの実践づくりについて、ユネスコス
クールなどの実践例の紹介、関係教科との関連性やカリ
キュラム・マネジメントの観点を取り入れながら具体的に考
察する。

石川　聡子（大阪教育大学教育学部　教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
幼・小・中・高等

学校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503916号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】授業実践に必要な英語ス
ピーキング力向上講座

英語のスピーキング指導に活かすという観点から、授業実
践に必要な英語の基礎知識と技能を整理する。コアカリキュ
ラムが求めている指導者が身に付けるべき英語力のうち、
「話すこと」に関する事項を中心に理解を深め、その上で、
英語のスピーキング力を向上させる方法を具体的に習得す
る。

箱﨑　雄子（大阪教育大学教育学部　教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小・中学校（英

語）教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503917号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】進路指導・キャリア教育

文部科学省が推進している「キャリア教育」や「進路指導」の
定義、キャリア教育が必要となった背景や意義を解説すると
共に、（1）幼児・児童・生徒たちを取り巻く環境の変化への
対応、（2）学校から社会への移行をめぐる課題、及び（3）子
どもたちの生活・意識の変容と対応の3つの視点を中心に、
学校教育で求められている「進路指導・キャリア教育」につ
いて解説する。

芳田　茂樹（大手前大学　現代社会学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503918号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】中学･高校で身につけさ
せたい日本語表現(入門編)

中学校・高校において、文章指導をおこなうにあたって、ど
のような点に気をつけて指導すればよいのか。国語科と
いった特定の教科だけでなく、総合的な学習でのレポート作
成など、文章を書く機会が多い中学生・高校生にとって、身
につけておくべき日本語表現のルールや、よりよい文章を書
く上でのポイントについて考察する。

秋山　英治（愛媛大学　法文学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503919号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】授業に活かす効果的なパ
ワーポイントプレゼンテーション
技法

パワーポイントを用いた効果的なプレゼンテーション技法を
学習する。具体的には、スライドデザイン７つのコツ、配色・
図形など、使える便利機能を含め、「児童・生徒に伝わる授
業」にするための基礎的スキルの習得を目指す。

仲道　雅輝（愛媛大学　教育・学生支援機構 教
育企画室 講師）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22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 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503920号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】効果･効率･魅力のある授
業設計入門―インストラクショナ
ル･デザイン(ID)入門―

インストラクショナルデザイン（ID）は、授業の効果・効率・魅
力を高め、学習者の学ぶ力を引き出すための方法論であ
り、学習の入り口（現状分析）と出口（到達目標）の明確化
や、学習支援プロセスにID理論を組みこむというシステム的
アプローチをとる。また、教育実践に不可欠な学習成果の評
価方法として、ルーブリック評価を活用する際のコツについ
ても紹介する。

仲道　雅輝（愛媛大学　教育・学生支援機構 教
育企画室 講師）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22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 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503921号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】新学習指導要領に対応し
た算数科指導法

2030年の社会を想定して，小学校は新学習指導要領が告
示されました。今回の指導要領改訂は，資質・能力ベースに
なったと言われていますが，知識基盤社会において必要な
算数の力とはどんなものでしょうか。また，それはどのように
指導していけば良いのでしょうか。本講座を通して，自らの
指導観，教材観を省察し，新たな発見をしていきましょう。な
お，今回の指導要領改訂は，幼・小・中・高の一貫性がより
重視されていますので，異校種の方の受講も歓迎です。

御園　真史（島根大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭

幼･小学校教諭、
中・高等学校教
諭（数学）、特別
支援学校教諭

6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503922号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】新学習指導要領に対応し
た小学校から高校までの統計指
導法

ビッグ・データの時代と言われる現在，統計にかかわる理論
だけではなく，実際にデータを用いて分析を行うという実践
的な能力を身につけることが必要とされています。本講座で
は，小・中・高の教材のつながりとその先の統計学までを見
通し，日々の授業につなげていきます。なお，算数・数学科
の指導内容ですが，理科，情報科，国語科，社会科，総合
的な学習の時間，SSH・SGHなどでの課題研究など，統計を
直接的・間接的に指導する立場にあり興味がある方の受講
も歓迎します。

御園　真史（島根大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
幼･小･中･高等学
校、特別支援学

校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503923号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教師の仕事を効率化する
パソコン術１（基本のおさらい、図
の描き方）

教員は膨大な情報を処理する技能と、授業などで順序立て
て説明する技能を必要とする。これらをパソコンを活用して
効率化するには、まず業務内容を把握し、それらをパソコン
で効率化するための方法論が必要である。そこで本講義で
は、業務に必要な基本操作をおさらいし、膨大なファイルを
活用するための整理術、また板書計画図のような説明図の
描画方法を説明する。（同講義その２、その３は本講義、そ
の１の内容を前提に説明する）

宇多　賢治郎（山梨大学　大学院教育学研究科
准教授）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503924号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教師の仕事を効率化する
パソコン術２（業務で使うデータ処
理術）

表計算ソフトは手計算や電卓の延長上にある道具ではな
く、発想を変えて使うべきものである。このことを踏まえ、本
講義では教員の業務を想定した使用例を用い、発想から操
作方法までを体系立てた方法論を、実習を行いながら説明
していく。（本講義、その２は、その１の内容を前提に説明す
る。）

宇多　賢治郎（山梨大学　大学院教育学研究科
准教授）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503925号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教師の仕事を効率化する
パソコン術３（文書とスライドの作
成）

教師がパソコンを用いて行う作業は、授業など職場の業務
で用いる、文書やスライドなどの説明用資料に集約される。
このことを踏まえ、本講義ではこれらの作業をいかにパソコ
ンという道具を使って効率化するか、その方法論を説明す
る。（本講義、その３は、その１、その２の内容を前提に説明
する。）

宇多　賢治郎（山梨大学　大学院教育学研究科
准教授）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503926号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】自然災害から命を守る基
礎知識

本講習では，我が国を取り巻く自然環境と自然災害の発生
メカニズムとともに，災害の予防ならびに被害軽減のために
個人や地域、そして学校や行政が行う対策について講義す
る．我が国の自然環境と防災体制，地震・津波，土砂災害，
水害，火山災害等の自然災害の発生メカニズムと対策，地
域防災と防災教育について，教員が習得すべき防災の基礎
知識を学ぶことができる。

鈴木　猛康（山梨大学　大学院総合研究部教授
（兼）地域防災ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究ｾﾝﾀｰ長）
宮本　崇（山梨大学　工学部土木環境工学科助
教）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
養護教

諭

小・中・高・幼稚
園教諭、養護教

諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503927号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】健やかな体を育む教育の
あり方

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
をもとに解説する。

中村　和彦（山梨大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
養護教

諭

幼・小・中・高等
学校、特別支援
学校教諭及び養

護教諭

6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503928号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】生命の神秘、受精と発生
について

本講習では、生命の始まりである受精と初期発生といった
生殖に関する基本現象とメカニズムを学び、それらの知識を
もとに発展してきた発生工学技術、すなわち顕微授精、ク
ローン技術、キメラ動物、遺伝子改変技術など最新の技術
を理解する。

若山　照彦（山梨大学　生命環境学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小学校教諭、中
学・高等学校教

諭（理科）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503929号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】情報技術の発展と利用形
態の変化

進展著しい情報技術の中でもコンピュータの小型化、モバイ
ルコンピューティング、クラウドコンピューティングに焦点を当
て、基礎となる技術や事柄を説明する。そして現在利用され
る機器やサービスについて紹介するとともに、校務や授業
におけるICTの活用とその背景となる技術について理解を
深める。

山際　基（山梨大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭 小・中・高教諭 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503930号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】身近な電気と学校の電気

学習項目は、「電気工学の基礎」である。身近な電気を例
に、それを理解するための大まかな道筋と計算方法等を学
習し、道具としての応用数学や基礎的な物理学などと小中
高校の各課程における数学と理科とのかかわりを理解す
る。

居島　薫（山梨大学　工学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭 小・中・高教諭 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503931号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】身近な光の性質と物理

我々の身の回りは、光で溢れている。目に入る情報は全て
光であり、IT機器等では見えないところでも光が利用されて
いる。本講座では、それら「光」についてより詳しく学ぶ。身
近にある光の振る舞いや現象、光情報機器などの具体例を
切り口に、光の諸性質やその奥にある物理について理解を
深める。

酒井　優（山梨大学　工学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小学校教諭、中
学・高等学校教

諭（理科）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503932号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】プログラミング入門のため
の基礎知識とビジュアルプログラ
ミング体験

学習内容は、「プログラミング」の入門部分である．プログラ
ミングをはじめる上で知っておくべき基礎的な原理や用語を
学び、簡単なビジュアルプログラミングによって基本的な制
御構造を学ぶ。

小俣　昌樹（山梨大学　工学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭 小・中・高教諭 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503933号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】幼稚園教諭が理解してお
くべき『現代における子どもの生
活習慣の在り方』

子どもを取り巻く環境が激変しています。「親」になりきれて
いない保護者増による「家庭環境」の変化、ゲームの進化に
よる「遊びの環境」の変化、ファーストフード、ファミリーレスト
ラン、コンビニの発展による「食環境」の変化、共働き世帯、
片親増加による生活習慣の乱れ等、子どもの健やかな成長
には様々な「課題」があります。課題を抱える子どもに対す
る、生活習慣の在り方を学習します。

堺　秋彦（桜の聖母短期大学　生活科学科教
授）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503934号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】幼稚園・幼保連携型認定
こども園を巡る状況の変化と教育
的・組織的支援の在り方

多様な子どもたちや家庭に応じた教育相談や関係機関との
連携を要する事例が増加しています。障害のある園児等の
特別に配慮を要する子どもや保護者への相談支援、子ども
虐待ケースへの対応などの課題に対して現場で活かされる
子ども理解や、園内外での組織的支援について学びます。

堺　秋彦（桜の聖母短期大学　生活科学科教
授）
狩野　奈緒子（桜の聖母短期大学　生活科学科
教授）
坂本　真一（桜の聖母短期大学　生活科学科教
授）
後藤　真（桜の聖母短期大学　キャリア教養学
科准教授）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503935号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】道徳科の指導と評価

道徳科の授業について、これまでの「道徳の時間」の授業と
どこが異なり、どのように授業をつくっていけばよいのか。深
い学び、アクティブ・ラーニング、ルーブリック評価などをキー
ワードとして授業づくりを考えていく。
なお、高等学校では「道徳科」は教科化されていないが、中
高一貫校における指導の可能性や、高等学校における学
級指導の観点から、高等学校教諭も対象とする。

石丸　憲一（創価大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小学校　中学校　

高等学校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503936号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】アクティブ･ラーニングでつ
くる算数･数学科の授業

全ての児童・生徒が算数や数学の内容を「分かる・できる」
ようになる主体的・対話的で深い学びを目指して、アクティ
ブ・ラーニングを用いた授業づくりについて講習を行う。ま
た、算数・数学科における基本的な授業技術についても習
得する。

鈴木　詞雄（創価大学　教職大学院准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小学校教諭、中
学校数学科教諭

6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503937号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】アクティブ･ラーニング入
門

ALと呼ばれる教育方法は、グループを用いた学習活動を重
用するのが一般的である。ところが効果的なグループ活動
の方法など、グループ学習について試行錯誤されている先
生方もおられる。本講座ではグループ学習の質を高め、望
ましい学習成果をあげる教育方法として、その効果が確認
できている協同学習を中心に、AL型の授業づくりを学ぶ。

望月　雅光（創価大学教育・学習支援センター
センター長　経営学部　教授）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22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 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503938号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】支援ニーズのある子ども
の理解と支援

平成19年4月から「特別支援教育」が学校教育法に位置づ
けられ、平成24年には文部科学省からインクルーシブ教育
システム構築に向けての報告書が出される中、教育現場で
は通常学級に在籍する発達に特性のある児童生徒の理解
や適切な対応について、教員が様々な工夫を重ねながらも
苦戦している現状がある。本講座では様々な発達特性につ
いての基本的な知識を修得し、その特性に合わせた支援方
法について考えることを目的とする。

高野　久美子（創価大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小学校、中学校

教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503939号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教師のメンタルヘルスの
支援・保護者への対応

学校現場における「保護者への対応」をテーマとして、時間
を前半と後半に分けて講義を行う。前半では、文部科学省
の報告書や関連論文や活動報告などの統計的データを含
む文献から、保護者への対応の経年変化、社会的背景、学
校の問題点などの知見について紹介する。後半では、想定
事例を用いて、面接場面の設定の方法や対応上の留意点
や工夫について紹介し、まとめを行う。

中野　良吾（創価大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503940号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教師のメンタルヘルス・マ
ネジメントとチーム援助入門

表題に関する理論と方法について演習を交えて講義する。　
具体的な内容は、以下の通りである。①教育現場の現状と
教師のメンタルヘルスへの影響、②教師のメンタルヘルス
のセルフ・チェック、③職場におけるメンタルヘルス・マネジメ
ント、④教師の「協働」と「援助要請」、⑤チーム援助入門１
（チーム援助のプロセス）、⑥チーム援助入門２（チーム援助
会議）、⑦チーム援助入門３（コーディネーターの役割）。

田村　修一（創価大学　大学院教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503941号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】学校、家庭ならびに地域
の連携及び協働

「学校教育と社会教育の連携」の重要性は、戦後早くから指
摘され、取り組まれてきた。その経過を概観するとともに、放
課後子どもプランや学校支援地域本部の取り組みなど近年
の動きを捉えた上で、そのあり方を考えていく。特に中教審
の「地域学校協働」に関する答申、法改正によりすべての公
立学校がコミュニティ・スクールを目指すことが努力義務化さ
れたこと等を踏まえ、今後の学校・家庭・地域の連携・協働
のポイントを考える。

平井　康章（創価大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503942号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】アクティブ・ラーニングでつ
くる国語の授業　～授業づくりと
評価～

新学習指導要領では、各教科の授業について主体的・対話
的で深い学びになるよう授業改善を促している。そのために
は、具体的には授業をアクティブ・ラーニング型に変えていく
ことが最も近道である。本講座では、国語科の授業におい
て、どのようにアクティブ・ラーニングを取り入れ授業改善を
図ったらよいかを具体的な教材で授業化を図りながら考え
ていく。また、授業改善を振り返る上でも必要となる評価に
ついても併せて考える。

石丸　憲一（創価大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

国語科教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
503943号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】「道徳」教育・「倫理」教育
と中国思想

中国思想が学校教育に与えてきた影響を、小･中学校「道
徳」と高校「倫理」を通じて考察する（「倫理」は「道徳」の延
長線上に位置するため、公民科以外の教諭も対象とする）。
小･中学校「道徳」については、東アジアにおける中国思想
の影響と今日の「道徳」授業の成立の経緯を確認して今日
的意義を考察する。高校「倫理」については、高校生が教科
書から学べる中国思想の知識を検討し、その意義や問題点
を考察する。

井ノ口　哲也（東京学芸大学　教育学部准教
授）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503944号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】学校でしかできない不登
校・いじめの未然防止

不登校といじめの問題を取り上げ、その問題の未然防止を
中心に教師が学校で行える指導の工夫、配慮事項につい
て、教育相談の視点から講義を行います。不登校問題やい
じめの問題の変遷を把握し、どのように現代の教育問題とし
て深刻化してきたのかを理解します。その上で、それらの問
題が生じる要因に着眼し、問題の早期発見と早期対応、未
然防止のために、教師、学校に求められることを明確にしま
す。

小林　正幸（東京学芸大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
養護教

諭

小･中･高等学
校、特別支援学
校教諭、養護教

諭

6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503945号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】現代漢字の基礎知識

本講義では、現代漢字の基礎知識について講義する。主
に、日本語（常用漢字、旧漢字など）、中国語（簡体字、繁体
字など）で用いられる漢字について、その成り立ちや変遷に
ついて講じる。また、漢字とコンピュータとのかかわりを基礎
として、漢字教育やＩＣＴ支援などについても論じる。

松岡　榮志（東京学芸大学　教育学部名誉教
授）
木村　守（東京学芸大学　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小学校教諭、中･
高等学校教諭

（国語）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503946号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】発達障害の児童生徒の
理解と支援

LD（学習障害）、ADHD（注意欠如多動症）、ASD（自閉スペ
クトラム症）などの発達障害の児童生徒における行動、認
知、情動の発達の特徴と学校やその他の場で起こる問題に
ついて概説する。そして、その特性の理解に基づき、発達障
害の児童生徒の学習とコミュニケーション、及び社会性の発
達を支援するための考え方と具体的な方法について学ぶ。

藤野　博（東京学芸大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22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 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503947号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】漢詩朗読のための中国語
発音基礎講座

本講義では、国語教材の漢詩などを中国語で音読するため
の現代中国語の発音の基礎知識を講義する。併せて漢詩
の形式や押韻などを講じる。

松岡　榮志（東京学芸大学　教育学部名誉教
授）
木村　守（東京学芸大学　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小学校教諭、中･
高等学校教諭

（国語）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503948号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】授業に役立つ漢詩名作鑑
賞入門

本講義では、国語教材でよく取り上げられる漢詩を鑑賞する
ための基礎知識とポイントを分かりやすく講義する。併せ
て、中国語で音読するための現代中国語の発音の基礎知
識なども簡潔に説明する。

松岡　榮志（東京学芸大学　教育学部名誉教
授）
木村　守（東京学芸大学　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小学校教諭、中･
高等学校教諭(国

語)
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503949号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】例を通して学ぶ確率統計

現行の学習指導要領では中学校・高等学校の数学科目に
おいて，確率統計の学習内容の充実が図られた。中学数学
では「資料の活用」が，高校数学では，数学Ⅰに「データの
分析」，数学Ｂに「確率分布と統計的な推測」が入った。これ
らについて、講義前半では指導要領の中で比較的馴染み
が薄いであろう事項についてポイント解説する。後半ではそ
れらを指導する上，知っておくとよいと思われる身近な話題
を幾つか挙げて解説する。

佐久間　紀佳（愛知教育大学　教育学部准教
授）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
中学校・高等学
校教諭（数学）

6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503950号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】音楽科授業の活性化に効
果的な方策と使える指導スキル

音楽科の場合，現実には学習指導要領の内容を限られた
授業時間内に消化することが難しい。それにも拘わらず「費
用対効果」の言葉の下，子ども達の目線でも分かる具体的
な結果や成長を残すことが求められている。この解決のた
め，予め授業内容を整理した上で，ある程度システム化した
指導・活動とともに，授業場面でも計画的臨機応変に対応で
きることが必要。その一助になるよう，各種方策を紹介す
る。

新山王　政和（愛知教育大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小学校教諭、中
学・高等学校教

諭（音楽）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503951号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教育の状況変化と学習指
導要領改訂の理解

国際学力調査によって示された日本の子どもの学力・学習
の現状を踏まえつつ、学習指導要領改訂に至る経緯および
その社会的背景（グローバル社会における能力像）につい
て理解し、新学習指導要領のもとでの授業づくりの方向性を
考える。

竹川　慎哉（愛知教育大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503952号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】新しい教育課程で目指す
「主体的・対話的で深い学び」の
創造

平成29年改訂の学習指導要領で提案されている主体的・対
話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）をどう理解し学校
全体としてどう具現化していくかという喫緊の課題につい
て、生活科や総合的な学習の時間を中心とした探究的な学
習の授業づくりの視点から具体的な実践例にもとづきその
理論と実践の修得をめざす。
カリキュラム・マネジメントとの連動も視野に入れ、発達段階
に即した学びに向かう力や人間性、幼保小との連携・接続
など、これからの教育課程が目指す新たな教育観にも対応
する。

加納　誠司（愛知教育大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
幼・小・中学校教
諭、特別支援学

校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503953号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】小学校外国語活動と小中
連携の英語教育の指導法と理論

小学校において文部科学省の学習指導要領を踏まえた、外
国語活動、及び外国語教育の基本的な理念と目標、入門期
の外国語教育において効果的な教授法、教材論、評価論等
をとりあげ、幼稚園（就学前）、小学校から中学校へと連携
できる英語教育についてのシラバスや指導案の作成や、語
彙指導や発音指導等の実践的な指導方法の検討を行う。

高橋　美由紀（愛知教育大学　教育学部教授）
清水　万里子（愛知教育大学　教育学部非常勤
講師）
米田　尚美（愛知教育大学　教育学部非常勤講
師）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
幼・小・中学校

（英語）教諭、特
別支援学校教諭

6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503954号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】ICT活用指導力パワー
アップ講座～アクティブ・ラーニン
グ型の学びを実現するために～

 ＩＣＴ機器を活用した授業づくりについて，講義とワークショッ
プをとおして以下の点について学習する。
○情報モラルを含む情報教育や教科指導におけるＩＣＴ活用
等の教育情報化の現状
○授業でのＩＣＴ利活用のポイント，活用方法と効果の結び
つけ
○学習内容・効果に照らした主要操作の実演・演習

江島　徹郎（愛知教育大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
幼・小・中学校教
諭、特別支援学

校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503955号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】インフルエンザから食物
アレルギーまで－学校の安全を
まもるための微生物・免疫学－

医療の発達により感染症の脅威は過去のものとなったのだ
ろうか。多くの人が集団生活をおくる学校は、感染症の流行
の場となる。風邪やインフルエンザをはじめ、食中毒やプー
ル熱などの流行は学校運営にも大きな影響を与える。また
人の体を守る仕組みである免疫は、時としてアレルギーとい
う形で人に害を与えることがある。病原体と免疫の仕組みを
総合的に理解し、安心・安全な学校づくりにつなげていきた
い。

岡本　陽（愛知教育大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503956号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】生活環境･生活習慣の変
化を踏まえた生活指導

社会の急速な変化の中で私たちの生活環境や生活習慣は
多様化しており、それに伴って様々な健康上の問題が生じ
ている。本講座では、近年集積された科学的知見に依拠し
て、子どもの生活環境や生活習慣にかかわって生じている
健康問題を捉え直し、「生活」「環境」「からだ」に重点をおい
た生徒指導のあり方について、具体的な事例をもとに学ぶ。

後藤　ひとみ（愛知教育大学　教育学部教授）
久永　直見（愛知教育大学　教育学部非常勤講
師）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11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 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503957号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】著作権や肖像権等を含む
知財創造教育

現代社会において大切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ます。そのうえで、知財創造教育
を理解できる研修を目指します。具体的には、知財創造教
育の知識の教育はもちろん、新学習指導要領に求められる
知識の活用や主体性を引き出す授業、社会に開かれた授
業を展開することが出来るコツを身に付けていただきます。
また、知財創造教育を学んだ後、特許などの知的財産を学
び、それらを活用した授業づくりを企画して頂く予定です。

磯部　征尊（愛知教育大学教育学部　准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503958号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】ICTを活用した数学授業
実践

eラーニング等のインターネットを利用した学習方法や、電子
黒板やデジタルペンといった学習用ディバイス、グラフィック
スやアニメーションを使った学習コンテンツ等、ICTを活用し
た授業の取り組みは、生徒の興味関心を高め、学力を向上
させることが期待されている。本講習では，ICT活用により開
発した「eラーニング」や「授業支援型学習コンテンツ」による
授業実践を通じ、効果的な授業デザインの習得とICT活用
指導力の向上を目指す。

今井　順一（公立千歳科学技術大学　理工学部
教授）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
中・高等学校教

諭（数学）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503959号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】基本的人権の保障と最高
裁判決の動向

本講習は、教職科目である「日本国憲法」の知識を最新の
ものにすることを目的とする。基本的人権に関する判例と主
要な学説とともに、ここ10年ほどの間に最高裁判所が新しく
出した判決（例：国籍法事件、空知太神社訴訟、非嫡出子相
続分差別訴訟など）を取り上げ、基本的人権をめぐる最近の
動向について学習する。近年、最高裁判所が積極的に違憲
判断を行っている現状を知ることができる。

岩本　一郎（公立千歳科学技術大学　理工学部
非常勤講師）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503960号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】心理学入門　～人間の記
憶・言語・思考のふしぎを探る～

教室での学習の場面で、例えば「なぜ生徒によってこんなに
も理解が違うの？」と感じたことはありませんか。同じ説明を
しても、それを受け取る生徒の理解はさまざまです。人が文
字を読み（話を聞き）、記憶し、思考し、理解する心の働きと
はそもそもどのようなものなのでしょうか。本講習では、心理
学の諸分野の中から記憶、言語、思考、注意といったテーマ
について心理学的な諸現象やそれを説明するモデルについ
て学習し、学習場面での生徒の振るまいを理解する一助と
します。

中嶋　輝明（公立千歳科学技術大学　理工学部
非常勤講師）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503961号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】理科を英語で教える・学
ぶ～English for Science～

本講座では、基本的な理科（米国では中学レベル）の英単
語を教え、学ぶ。その後、波や光の性質などを実験を交えて
英語で学習する。講義は映像で3人の会話をまず英語のみ
で視聴し、どれくらい理解できているか後に参考資料で確認
しながら再度映像を見て確認、復習する。そのあと、英語の
みで出題されているドリルで確認テストを行う。英語で他の
科目も学習する時代を意識した内容となっている。

Randy　L.Evans（公立千歳科学技術大学　理工
学部専任講師）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小学校教諭、中
学・高等学校教

諭（理科）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503962号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】算数を英語で教える・学
ぶ ～English for Mathematics～

本講座では、算数を教え、学ぶ。その後、基本計算や数概
念などを授業形式で英語で学習する。講義は映像で3人の
会話をまず英語のみで視聴し、どれくらい理解できているか
後に参考資料で確認しながら再度映像を見て確認、復習す
る。そのあと、英語のみで出題されているドリルで確認テスト
を行う。英語で他の科目も学習する時代を意識した内容と
なっている。

Randy　L.Evans（公立千歳科学技術大学　理工
学部専任講師）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小学校教諭、中
学・高等学校教

諭（数学）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503963号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教育の情報化とICT活用

21世紀をより良く生きるためのスキルとして、「生きる力」や
「情報活用能力」の育成が求められている。これに伴い学校
や教員に、果たすべき新たな役割や資質能力の向上が期
待されている。本講習では教育の情報化における動向を踏
まえ、3つの柱である「情報活用能力の育成」「教科指導にお
けるICT活用」「校務の情報化」について俯瞰するとともに、
教育の情報化の効果的な活用法および指導力の向上を目
指す。

西野　和典（九州工業大学　教養教育院人文社
会系教授）
高橋　参吉（帝塚山学院大学　人間科学部情報
メディア学科教授）
西端　律子（畿央大学　教育学部現代教育学科
教授）
山川　広人（公立千歳科学技術大学　理工学部
情報システム工学科専任講師）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小･中･高等学校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503964号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】はじめてのＥＳＤ（持続可
能な開発のための教育）

ESD（持続可能な開発のための教育）の目的や内容、背景
や動向、SDGs（Sustainable Development Goals（持続可能
な開発目標））の基礎について、受講生の理解を促す。ま
た、学校におけるESDの実践づくりについて、ユネスコス
クールなどの実践例の紹介、関係教科との関連性やカリ
キュラム・マネジメントの観点を取り入れながら具体的に考
察する。

石川　聡子（大阪教育大学教育学部　教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
幼・小・中・高等

学校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503965号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】授業実践に必要な英語ス
ピーキング力向上講座

英語のスピーキング指導に活かすという観点から、授業実
践に必要な英語の基礎知識と技能を整理する。コアカリキュ
ラムが求めている指導者が身に付けるべき英語力のうち、
「話すこと」に関する事項を中心に理解を深め、その上で、
英語のスピーキング力を向上させる方法を具体的に習得す
る。

箱﨑　雄子（大阪教育大学教育学部　教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小・中学校（英

語）教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503966号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】進路指導・キャリア教育

文部科学省が推進している「キャリア教育」や「進路指導」の
定義、キャリア教育が必要となった背景や意義を解説すると
共に、（1）幼児・児童・生徒たちを取り巻く環境の変化への
対応、（2）学校から社会への移行をめぐる課題、及び（3）子
どもたちの生活・意識の変容と対応の3つの視点を中心に、
学校教育で求められている「進路指導・キャリア教育」につ
いて解説する。

芳田　茂樹（大手前大学　現代社会学部教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503967号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】中学･高校で身につけさ
せたい日本語表現(入門編)

中学校・高校において、文章指導をおこなうにあたって、ど
のような点に気をつけて指導すればよいのか。国語科と
いった特定の教科だけでなく、総合的な学習でのレポート作
成など、文章を書く機会が多い中学生・高校生にとって、身
につけておくべき日本語表現のルールや、よりよい文章を書
く上でのポイントについて考察する。

秋山　英治（愛媛大学　法文学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503968号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】授業に活かす効果的なパ
ワーポイントプレゼンテーション
技法

パワーポイントを用いた効果的なプレゼンテーション技法を
学習する。具体的には、スライドデザイン７つのコツ、配色・
図形など、使える便利機能を含め、「児童・生徒に伝わる授
業」にするための基礎的スキルの習得を目指す。

仲道　雅輝（愛媛大学　教育・学生支援機構 教
育企画室 講師）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22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 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503969号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】効果･効率･魅力のある授
業設計入門―インストラクショナ
ル･デザイン(ID)入門―

インストラクショナルデザイン（ID）は、授業の効果・効率・魅
力を高め、学習者の学ぶ力を引き出すための方法論であ
り、学習の入り口（現状分析）と出口（到達目標）の明確化
や、学習支援プロセスにID理論を組みこむというシステム的
アプローチをとる。また、教育実践に不可欠な学習成果の評
価方法として、ルーブリック評価を活用する際のコツについ
ても紹介する。

仲道　雅輝（愛媛大学　教育・学生支援機構 教
育企画室 講師）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22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 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503970号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】新学習指導要領に対応し
た算数科指導法

2030年の社会を想定して，小学校は新学習指導要領が告
示されました。今回の指導要領改訂は，資質・能力ベースに
なったと言われていますが，知識基盤社会において必要な
算数の力とはどんなものでしょうか。また，それはどのように
指導していけば良いのでしょうか。本講座を通して，自らの
指導観，教材観を省察し，新たな発見をしていきましょう。な
お，今回の指導要領改訂は，幼・小・中・高の一貫性がより
重視されていますので，異校種の方の受講も歓迎です。

御園　真史（島根大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭

幼･小学校教諭、
中・高等学校教
諭（数学）、特別
支援学校教諭

6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503971号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】新学習指導要領に対応し
た小学校から高校までの統計指
導法

ビッグ・データの時代と言われる現在，統計にかかわる理論
だけではなく，実際にデータを用いて分析を行うという実践
的な能力を身につけることが必要とされています。本講座で
は，小・中・高の教材のつながりとその先の統計学までを見
通し，日々の授業につなげていきます。なお，算数・数学科
の指導内容ですが，理科，情報科，国語科，社会科，総合
的な学習の時間，SSH・SGHなどでの課題研究など，統計を
直接的・間接的に指導する立場にあり興味がある方の受講
も歓迎します。

御園　真史（島根大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
幼･小･中･高等学
校、特別支援学

校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503972号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教師の仕事を効率化する
パソコン術１（基本のおさらい、図
の描き方）

教員は膨大な情報を処理する技能と、授業などで順序立て
て説明する技能を必要とする。これらをパソコンを活用して
効率化するには、まず業務内容を把握し、それらをパソコン
で効率化するための方法論が必要である。そこで本講義で
は、業務に必要な基本操作をおさらいし、膨大なファイルを
活用するための整理術、また板書計画図のような説明図の
描画方法を説明する。（同講義その２、その３は本講義、そ
の１の内容を前提に説明する）

宇多　賢治郎（山梨大学　大学院教育学研究科
准教授）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503973号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教師の仕事を効率化する
パソコン術２（業務で使うデータ処
理術）

表計算ソフトは手計算や電卓の延長上にある道具ではな
く、発想を変えて使うべきものである。このことを踏まえ、本
講義では教員の業務を想定した使用例を用い、発想から操
作方法までを体系立てた方法論を、実習を行いながら説明
していく。（本講義、その２は、その１の内容を前提に説明す
る。）

宇多　賢治郎（山梨大学　大学院教育学研究科
准教授）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503974号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教師の仕事を効率化する
パソコン術３（文書とスライドの作
成）

教師がパソコンを用いて行う作業は、授業など職場の業務
で用いる、文書やスライドなどの説明用資料に集約される。
このことを踏まえ、本講義ではこれらの作業をいかにパソコ
ンという道具を使って効率化するか、その方法論を説明す
る。（本講義、その３は、その１、その２の内容を前提に説明
する。）

宇多　賢治郎（山梨大学　大学院教育学研究科
准教授）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503975号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】自然災害から命を守る基
礎知識

本講習では，我が国を取り巻く自然環境と自然災害の発生
メカニズムとともに，災害の予防ならびに被害軽減のために
個人や地域、そして学校や行政が行う対策について講義す
る．我が国の自然環境と防災体制，地震・津波，土砂災害，
水害，火山災害等の自然災害の発生メカニズムと対策，地
域防災と防災教育について，教員が習得すべき防災の基礎
知識を学ぶことができる。

鈴木　猛康（山梨大学　大学院総合研究部教授
（兼）地域防災ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究ｾﾝﾀｰ長）
宮本　崇（山梨大学　工学部土木環境工学科助
教）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
養護教

諭

小・中・高・幼稚
園教諭、養護教

諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503976号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】健やかな体を育む教育の
あり方

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
をもとに解説する。

中村　和彦（山梨大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
養護教

諭

幼・小・中・高等
学校、特別支援
学校教諭及び養

護教諭

6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503977号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】生命の神秘、受精と発生
について

本講習では、生命の始まりである受精と初期発生といった
生殖に関する基本現象とメカニズムを学び、それらの知識を
もとに発展してきた発生工学技術、すなわち顕微授精、ク
ローン技術、キメラ動物、遺伝子改変技術など最新の技術
を理解する。

若山　照彦（山梨大学　生命環境学部教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小学校教諭、中
学・高等学校教

諭（理科）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503978号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】情報技術の発展と利用形
態の変化

進展著しい情報技術の中でもコンピュータの小型化、モバイ
ルコンピューティング、クラウドコンピューティングに焦点を当
て、基礎となる技術や事柄を説明する。そして現在利用され
る機器やサービスについて紹介するとともに、校務や授業
におけるICTの活用とその背景となる技術について理解を
深める。

山際　基（山梨大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭 小・中・高教諭 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503979号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】身近な電気と学校の電気

学習項目は、「電気工学の基礎」である。身近な電気を例
に、それを理解するための大まかな道筋と計算方法等を学
習し、道具としての応用数学や基礎的な物理学などと小中
高校の各課程における数学と理科とのかかわりを理解す
る。

居島　薫（山梨大学　工学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭 小・中・高教諭 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503980号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】身近な光の性質と物理

我々の身の回りは、光で溢れている。目に入る情報は全て
光であり、IT機器等では見えないところでも光が利用されて
いる。本講座では、それら「光」についてより詳しく学ぶ。身
近にある光の振る舞いや現象、光情報機器などの具体例を
切り口に、光の諸性質やその奥にある物理について理解を
深める。

酒井　優（山梨大学　工学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小学校教諭、中
学・高等学校教

諭（理科）
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503981号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】プログラミング入門のため
の基礎知識とビジュアルプログラ
ミング体験

学習内容は、「プログラミング」の入門部分である．プログラ
ミングをはじめる上で知っておくべき基礎的な原理や用語を
学び、簡単なビジュアルプログラミングによって基本的な制
御構造を学ぶ。

小俣　昌樹（山梨大学　工学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭 小・中・高教諭 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503982号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】幼稚園教諭が理解してお
くべき『現代における子どもの生
活習慣の在り方』

子どもを取り巻く環境が激変しています。「親」になりきれて
いない保護者増による「家庭環境」の変化、ゲームの進化に
よる「遊びの環境」の変化、ファーストフード、ファミリーレスト
ラン、コンビニの発展による「食環境」の変化、共働き世帯、
片親増加による生活習慣の乱れ等、子どもの健やかな成長
には様々な「課題」があります。課題を抱える子どもに対す
る、生活習慣の在り方を学習します。

堺　秋彦（桜の聖母短期大学　生活科学科教
授）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503983号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】幼稚園・幼保連携型認定
こども園を巡る状況の変化と教育
的・組織的支援の在り方

多様な子どもたちや家庭に応じた教育相談や関係機関との
連携を要する事例が増加しています。障害のある園児等の
特別に配慮を要する子どもや保護者への相談支援、子ども
虐待ケースへの対応などの課題に対して現場で活かされる
子ども理解や、園内外での組織的支援について学びます。

堺　秋彦（桜の聖母短期大学　生活科学科教
授）
狩野　奈緒子（桜の聖母短期大学　生活科学科
教授）
坂本　真一（桜の聖母短期大学　生活科学科教
授）
後藤　真（桜の聖母短期大学　キャリア教養学
科准教授）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503984号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】道徳科の指導と評価

道徳科の授業について、これまでの「道徳の時間」の授業と
どこが異なり、どのように授業をつくっていけばよいのか。深
い学び、アクティブ・ラーニング、ルーブリック評価などをキー
ワードとして授業づくりを考えていく。
なお、高等学校では「道徳科」は教科化されていないが、中
高一貫校における指導の可能性や、高等学校における学
級指導の観点から、高等学校教諭も対象とする。

石丸　憲一（創価大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小学校　中学校　

高等学校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503985号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】アクティブ･ラーニングでつ
くる算数･数学科の授業

全ての児童・生徒が算数や数学の内容を「分かる・できる」
ようになる主体的・対話的で深い学びを目指して、アクティ
ブ・ラーニングを用いた授業づくりについて講習を行う。ま
た、算数・数学科における基本的な授業技術についても習
得する。

鈴木　詞雄（創価大学　教職大学院准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小学校教諭、中
学校数学科教諭

6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503986号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和２年度(第２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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】アクティブ･ラーニング入
門

ALと呼ばれる教育方法は、グループを用いた学習活動を重
用するのが一般的である。ところが効果的なグループ活動
の方法など、グループ学習について試行錯誤されている先
生方もおられる。本講座ではグループ学習の質を高め、望
ましい学習成果をあげる教育方法として、その効果が確認
できている協同学習を中心に、AL型の授業づくりを学ぶ。

望月　雅光（創価大学教育・学習支援センター
センター長　経営学部　教授）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22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 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503987号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】支援ニーズのある子ども
の理解と支援

平成19年4月から「特別支援教育」が学校教育法に位置づ
けられ、平成24年には文部科学省からインクルーシブ教育
システム構築に向けての報告書が出される中、教育現場で
は通常学級に在籍する発達に特性のある児童生徒の理解
や適切な対応について、教員が様々な工夫を重ねながらも
苦戦している現状がある。本講座では様々な発達特性につ
いての基本的な知識を修得し、その特性に合わせた支援方
法について考えることを目的とする。

高野　久美子（創価大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小学校、中学校

教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503988号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教師のメンタルヘルスの
支援・保護者への対応

学校現場における「保護者への対応」をテーマとして、時間
を前半と後半に分けて講義を行う。前半では、文部科学省
の報告書や関連論文や活動報告などの統計的データを含
む文献から、保護者への対応の経年変化、社会的背景、学
校の問題点などの知見について紹介する。後半では、想定
事例を用いて、面接場面の設定の方法や対応上の留意点
や工夫について紹介し、まとめを行う。

中野　良吾（創価大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503989号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】教師のメンタルヘルス・マ
ネジメントとチーム援助入門

表題に関する理論と方法について演習を交えて講義する。　
具体的な内容は、以下の通りである。①教育現場の現状と
教師のメンタルヘルスへの影響、②教師のメンタルヘルス
のセルフ・チェック、③職場におけるメンタルヘルス・マネジメ
ント、④教師の「協働」と「援助要請」、⑤チーム援助入門１
（チーム援助のプロセス）、⑥チーム援助入門２（チーム援助
会議）、⑦チーム援助入門３（コーディネーターの役割）。

田村　修一（創価大学　大学院教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503990号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】学校、家庭ならびに地域
の連携及び協働

「学校教育と社会教育の連携」の重要性は、戦後早くから指
摘され、取り組まれてきた。その経過を概観するとともに、放
課後子どもプランや学校支援地域本部の取り組みなど近年
の動きを捉えた上で、そのあり方を考えていく。特に中教審
の「地域学校協働」に関する答申、法改正によりすべての公
立学校がコミュニティ・スクールを目指すことが努力義務化さ
れたこと等を踏まえ、今後の学校・家庭・地域の連携・協働
のポイントを考える。

平井　康章（創価大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503991号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【選択】アクティブ・ラーニングでつ
くる国語の授業　～授業づくりと
評価～

新学習指導要領では、各教科の授業について主体的・対話
的で深い学びになるよう授業改善を促している。そのために
は、具体的には授業をアクティブ・ラーニング型に変えていく
ことが最も近道である。本講座では、国語科の授業におい
て、どのようにアクティブ・ラーニングを取り入れ授業改善を
図ったらよいかを具体的な教材で授業化を図りながら考え
ていく。また、授業改善を振り返る上でも必要となる評価に
ついても併せて考える。

石丸　憲一（創価大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

国語科教諭
6,000円 500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
503992号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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