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弘前大学 【選択】国語・国文の歴史

教科名「国語」の歴史を辿りながら「国語」「国文」「国語学」
「国文学」が明治という時代の環境の中で作り出された意味
と価値観について考える。また、日本文化について伝統とい
う価値観を常に意識することとその価値観の形成について
も考えたい。先入観による価値観の形成と先入観によるも
のの見方について考える。	

吉田　比呂子（教育研究院人文社会・教育学系
人文科学領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月28日 教諭
小・中・高等学校

国語科教諭
6,000円 60人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507256号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】日本語のなかの漢字

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

山田　史生（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校教諭、中
高国語科教諭

6,000円 200人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507257号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】説明的文章指導の理論と
方法

説明的文章が戦前・戦後どのように指導されてきたのか，学
習指導要領，研究者の理論，民間教育団体の考える指導
過程等を通して考える。また，それらを踏まえ，今後求めら
れる指導の在り方を現在使用している教科書教材を通して
演習を行い，考えを深める。

田中　拓郎（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年12月12日 教諭
小学校教諭、中
学校国語科教諭

6,000円 50人
令和2年9月23日～
令和2年10月16日

令02-
10008-
507258号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】文学教育のこれから

国語科教育の動向を踏まえながら、これからの文学教育の
ありかたについて考えていくために必要な知識や技能につ
いて学ぶ。また教科書の教材を実際に用いながら、講義・演
習を通して理解を深めていく。

鈴木　愛理（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月18日 教諭
小学校教諭・中
学校国語科教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507259号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】EU経済の現状と課題

市場共通化と統一通貨ユーロの導入を果たし世界経済の
展開を左右する巨大な存在としてその影響力を高めている
欧州連合(EU)について，その歴史と現状，今後の展望など
について経済的側面を中心に簡潔に解説します。

細矢　浩志（教育研究院人文社会・教育学系社
会科学領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月11日 教諭
中学校・高等学
校社会科教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507260号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】主権者教育の現状と展望

「18歳以上」に選挙権が引き下げられて以降、子供・若者に
政治との関わり方を教える「主権者教育」が教育現場でも浸
透しつつあります。本講習では、先進事例の紹介を含めな
がら、主権者教育の現状を眺め、それを踏まえて、そこにお
ける課題や今後の展開等について考察します。

蒔田　純（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月21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

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507261号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】今日の社会と社会科授業

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

篠塚　明彦（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）
小瑶　史朗（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年12月12日 教諭
小学校、中学校
(社会科）教諭

6,000円 25人
令和2年9月23日～
令和2年10月16日

令02-
10008-
507262号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】折り紙の平坦折り

折り紙は日本の伝統的な遊びで、海外でも“Origami”として
知られています。この折り紙を科学的に研究するという動き
はごく最近のことで、計算幾何学といった分野において、研
究対象の一つとなっています。本講習では、風車のように折
り紙を折って平坦に折りたたむことができるための条件など
を学びます。（ハサミ・定規・分度器を持参ください）

江居　宏美（教育研究院自然科学系安全システ
ム工学領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月2日 教諭
中学・高等学校

数学教諭
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507263号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者
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弘前大学 【選択】ベイズ統計入門

データ解析環境であるGoogle ColabのPythonを用いてベイ
ズ統計によるデータ解析を解説します。具体的には、ヒトを
対象とする情報カスケード実験のデータをもとに、ヒトとヒトと
の相互作用、相互作用とヒトの持つ情報の法則から、データ
をもとにヒトの持つ情報を逆算してみます。試験の方法とし
て「実技考査」としていますが、これはデータを用いた解析の
試験という意味です。受講にはGoogleアカウントが必要で
す。

守　真太郎（教育研究院安全システム工学領域
教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月1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16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507264号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】動物の発生と再生

近年の発生生物学の研究から、受精卵から個体が作られる
までの発生メカニズムは動物間で広く保存されており、ショ
ウジョウバエからマウスまで共通の遺伝子が働くことが示さ
れている。その一方で体の一部を傷つけられた際に見られ
る再生の能力は動物間で大きく異なる。本講習ではこれら
動物の発生と再生のしくみについて概説するとともに、理科
教育の一例としてアフリカツメガエルの受精と胚発生の観察
の実演を行う。

横山　仁（教育研究院自然科学系農学・生命科
学領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年12月12日 教諭
中学校・高等学

校理科教諭
6,000円 10人

令和2年9月23日～
令和2年10月16日

令02-
10008-
507265号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】微生物の観察と実験

微生物はふだんわれわれの目には触れないが、生態系や
生物の進化において欠かせない存在である。本講習では、
微生物を教材として活用することをめざし、身近に存在する
さまざまな微生物を顕微鏡で観察しながらその取り扱い法を
学ぶ。またそれらを用いて細胞の理解につながる実験を行
う。微生物としては乳酸菌、酵母、土壌カビ、アオミドロ（緑
藻）、ミドリゾウリムシ（原生動物）、池のプランクトンを扱う予
定である。

岩井　草介（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月1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16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507266号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】思考を導く理科教育

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

佐藤　崇之（教育研究院人文・社会学系教育・
芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月26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4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507267号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】理科を苦手とする教員の
ための小学校物理実験

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

山本　逸郎（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 24人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507268号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】山地河川の動物観察

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

大高　明史（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県西津軽
郡深浦町

6時間 令和2年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高等学校
教員

6,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507269号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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弘前大学
【選択】ウニ・ホヤの発生観察・ク
マムシの観察（観察実験）

【ウニ・ホヤの発生観察】この実習では教科書でおなじみの
ウニと、発生学研究の材料として古くからもちいられている
ホヤの受精・発生を実際に顕微鏡で観察します。「なま」の
発生観察を通して、実験手法と発生現象に関する知識の習
得を目指します。
【クマムシの観察】この実習では通学路や学校の敷地内でも
採集できるクマムシ類の採集・観察方法と、体の仕組みや
生態について学び、微小な動物の生物多様性への理解を
深めます。また海辺で容易に採集できるクマムシ類で極限
環境耐性に関する実験を行い、実験の指導方法を習得しま
す。

大高　明史（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）
美濃川　拓哉（東北大学大学院　生命科学研究
科　准教授）
藤本　心太（東北大学大学院　生命科学研究科
助教）
中本　章貴（東北大学大学院　生命科学研究科
助教）

青森県青森市 6時間 令和2年12月12日 教諭
小・中・高等学校

理科教諭
6,000円 15人

令和2年9月23日～
令和2年10月16日

令02-
10008-
507270号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学

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

学習指導要領で導入される「アクティブ・ラーニング」への活
用も期待され，特別支援教育でも注目の「マイクロスケール
実験」について，その概念と具体的な方法について実験を
通して考える。小学校理科の新学習指導要領・粒子分野(化
学)の中からは第6学年「水溶液の性質」と簡単なプログラミ
ング，中学校や高等学校では，電池や電気分解を中心に、
実験を通して指導法を考える。

長南　幸安（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県むつ市 6時間 令和2年7月22日 教諭

特別支援学校教
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4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507271号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学

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

学習指導要領で導入される「アクティブ・ラーニング」への活
用も期待され，特別支援教育でも注目の「マイクロスケール
実験」について，その概念と具体的な方法について実験を
通して考える。小学校理科の新学習指導要領・粒子分野(化
学)の中からは第6学年「水溶液の性質」と簡単なプログラミ
ング，中学校や高等学校では，電池や電気分解を中心に、
実験を通して指導法を考える。

長南　幸安（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年12月24日 教諭

特別支援学校教
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9月23日～
令和2年10月16日

令02-
10008-
507272号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学

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

学習指導要領で導入される「アクティブ・ラーニング」への活
用も期待され，特別支援教育でも注目の「マイクロスケール
実験」について，その概念と具体的な方法について実験を
通して考える。小学校理科からは「だ液の性質」や簡単なプ
ログラミング教育を，中学校や高等学校では，放射線教育
や物質の分離方法や金属陽イオンの分析を中心に、実験を
通して指導法を考える。

長南　幸安（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県八戸市 6時間 令和2年7月27日 教諭

特別支援学校教
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4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507273号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】化学実験－中学校・高等
学校を中心に

中学校理科および高等学校化学の新学習指導要領に沿っ
て、新たに加えられたり戻された学習項目を中心に、実験を
通して理科の化学分野の指導法を考える。また発展的な実
験も行い、化学教材について学習する。具体的には、例え
ばイオンの実験や、モル概念の実験などを行う。次期学習
指導要領で導入される「アクティブ・ラーニング」への活用も
考えられ，特別支援教育で注目されている「マイクロスケー
ル実験」について，その概念と具体的な方法について実験
を通して考える。

長南　幸安（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）
島田　透（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年12月25日 教諭

特別支援学校教
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9月23日～
令和2年10月16日

令02-
10008-
507274号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】化学実験（中学校・高等
学校）

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

島田　透（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月19日 教諭

中学校・高等学
校理科教諭およ
び特別支援学校

教諭

6,000円 16人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507275号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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弘前大学 【選択】気候科学と地球温暖化

地球温暖化は21世紀の最も深刻な環境問題です。人間活
動による二酸化炭素などの温室効果ガス排出が気候に影
響を及ぼすようになり、産業革命以降、地球平均気温には
すでに1度の上昇が起こりました。気候科学の基礎的知識を
気候変動に関する政府間パネルによる国連報告書の要約
(和訳）を読んで理解すること、さらに、地球温暖化の影響と
対策について理解することを目指します。

野尻　幸宏（教育研究院自然科学系安全システ
ム工学領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月18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15日

令02-
10008-
507276号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】声楽曲の読譜と表現

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

杉原　かおり（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学
校教諭(音楽）

6,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507277号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】音楽科の学習指導

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

今田　匡彦（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月18日 教諭
幼・小・中・高教
諭，特別支援教

諭
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507278号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】創作に基づく音楽教育法

創作行為によって音楽の諸要素の働きを学んでいく活動を
実際に行い、その指導法と理論的な背景を学びます。また、
学校教育における音楽科の諸問題を取り上げながら、歌
唱、器楽、鑑賞と関連させた創作活動を中心とする統合的
な学びの在り方についても学びます。全体的に体験を基に
しながらその背景となる理念を学んでいきます。

清水　稔（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小・中・高等学校

音楽科教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507279号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】コンピューターグラフィック
スの基礎

2次元コンピューターの基礎を学びます。図形操作のベク
ター系と写真操作のラスター系の違いや、それぞれの表現
方法の違いなどを演習を通して学習します。最後はそれぞ
れの方法を総合して作品を制作し評価します。作品サイズ
はA4とします。2日間の学習で、1日目は午前中に講義し、
午後は操作を主体に演習します。2日目は午前、午後を通し
て作品制作を行います。この作品を評価課題とします。これ
らの作業を通して、美術におけるコンピューター作品制作の
考察もおこないます。

石川　善朗（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 12時間
令和2年8月20日～
令和2年8月21日

教諭
小・中学校、高等
学校教諭（美術）

12,000円 12人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507280号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】木彫ー道具作りと作品制
作ー

デジタル化が急速に進む現代、初等・中等の教育現場にお
いて「手でものをつくること」を通した実感を伴う体験的学習
はこれから益々重要になってくるのではないでしょうか。本
講習では、木彫小品作品の制作を通し、刃物を扱う授業に
おける児童・生徒への的確な指導を安全面も含めて考えて
いきます。また、道具について、特に刃物研ぎを体験し、切
れる刃物とはどのような形かなども学びます。

塚本　悦雄（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 12時間
令和2年12月26日～
令和2年12月27日

教諭

小学校教諭（図
画工作）、中学
校・高等学校教

諭（美術）

12,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507281号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】器械運動の幇助方法を学
ぶ

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

清水　紀人（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月11日 教諭

幼・小・中・高等
学校・特別支援
学校教諭（保健

体育）

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507282号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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弘前大学
【選択】体育を苦手と感じる教員
の授業組み立て法

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

上野　秀人（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年12月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年9月23日～
令和2年10月16日

令02-
10008-
507283号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】ボールゲームの授業づく
り

小学校（高学年）、中学校、高校の正課体育ボールゲーム
の指導力向上を目的に実習します。指導要領ではベース
ボール型・ゴール型・ネット型と別れて明記されていますが、
各領域を網羅して指導することに不安や戸惑いを感じてい
るのではないでしょうか？本講習では、ボールゲームを
「ボール移動ゲーム」と捉え、生徒・児童に主体的な学び及
び深い学びを体感・実感させられる授業づくりの指導力向上
を図っていきます。また、講習の内容は正課体育担当者だ
けでなく部活動の指導者にも有益と思います。

益川　満治（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月31日 教諭
全教諭（主に保健
体育教諭，部活
動指導教諭）

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507284号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】幼児を対象とした運動指
導

前半は、幼児期の発達について理解を深めると共に、幼児
の運動遊び指導に用いる効果的な指導方法及び補助方法
について、理論と実践の両面から理解を深める。また、後半
は、幼児期の発達を踏まえたボール遊び・ボール運動等を
実践的に学ぶ。これらの活動を通して、幼児期運動指針で
も取り上げられている多様な動きや洗練された動きの体験
に結び付く指導方法についても理解を深める。

益川　満治（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）
杉本　和那美（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　講師）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月28日 教諭

幼稚園・認定こど
も園教諭、小学

校教諭（主に低学
年）

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507285号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】基本から学ぶ柔道

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

高橋　俊哉（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月27日 教諭
全教諭（主に保健
体育教諭，部活
動指導教諭）

6,000円 25人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507286号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】メンタルヘルスの理解

本講座では、対人関係におけるコミュニケーションととその
過程に焦点をあてながら、心の健康に関する幅広い内容を
演習を交えて教授する。
（1）人間の心の健康について、他者と自己の２つの視点か
ら考察することによって、他者理解と自己洞察を深め、メンタ
ルヘルスの理解を目指す。（則包）
（2）思春期から高齢期までのメンタルヘルスを脅かす現状を
概観し、当事者とサポート側の双方のメンタルヘルスの理解
を目指す。（田中）

則包　和也（教育研究院医学系保健科学領域
准教授）
田中　真（教育研究院医学系保健科学領域　助
教）

青森県弘前市 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4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507287号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】放射線の基礎と放射線看
護

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

細川　洋一郎（教育研究院医学系保健科学領
域　教授）
野戸　結花（教育研究院医学系保健科学領域
教授）
小倉　能理子（教育研究院医学系保健科学領
域　教授）

青森県弘前市 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15日

令02-
10008-
507288号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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弘前大学 【選択】生活習慣と健康

近年の保健医療において重要課題である生活習慣病につ
いてとりあげ教授します。また、学校生活や家庭生活におけ
るこどもの生活習慣や感染予防行動に関することを教授し
ます。　　　　　　　　　　　
○生活習慣病と予防（漆坂）　
○学校生活・家庭生活における生活習慣と感染予防(高橋)
○運動の効果（井瀧）

井瀧　千恵子（教育研究院医学系保健科学領
域　教授）
高橋　徹（教育研究院医学系保健科学領域　教
授）
漆坂　真弓（教育研究院医学系保健科学領域
講師）

青森県弘前市 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 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507289号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】子どもの急変時の対応

本講習では、学校安全や危機管理の立場から、子どもの身
体の健康観察時の基本、子どもや教職員の救急場面にお
ける緊急性の判断や初期対応、救急処置について取り上げ
ます。さらに、緊急時の対応について、講義と実習（シミュ
レーション教育など）を交えて理解を深めます。

藤田　あけみ（教育研究院医学系保健科学領
域　准教授）
會津　桂子（教育研究院医学系保健科学領域
講師）
山崎　千鶴（弘前医療福祉大学保健学部　助
教）
土屋　涼子（教育研究院医学系保健科学領域
助教）
太田　一輝（教育研究院医学系保健科学領域
助教）

青森県弘前市 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 36人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507290号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】食べものと放射線

福島第一原子力発電所の事故後、懸念されている食品中
の放射性物質に関する正しい知識を学び、「食の安全」をわ
かりやすく情報発信できるようになることを目的とします。放
射線・放射性物質や人体影響についての基礎知識、食品中
の放射性物質に関する講義に加え、簡単な計算演習等の
実習を通じて、リスクコミュニケーション能力の向上を図りま
す。

小山内　暢（教育研究院医学系保健科学領域
助教）
對馬　惠（教育研究院医学系保健科学領域　講
師）
北島　麻衣子（教育研究院医学系保健科学領
域　助教）

青森県弘前市 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 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507291号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】放射線とリスクコミュニ
ケーション

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

則包　和也（教育研究院医学系保健科学領域
准教授）
北宮　千秋（教育研究院医学系保健科学領域
教授）
對馬　惠（教育研究院医学系保健科学領域　講
師）

青森県弘前市 6時間 令和2年12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9月23日～
令和2年10月16日

令02-
10008-
507292号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】遊び学習で理解する放射
線

放射線に関する初等教育に遊び学習を取り入れ、科学的リ
テラシーを向上させる。かるたは日本が独自に発展させた
室内遊戯であるが、教育ツールとしての側面も期待できる。
放射線教育を限られた短い時間で効果的かつ達成感の得
られるものにするため、本講習では「放射線かるた」を提案
する。「かるた遊び」により放射線への興味・関心を高め、
「かるた作成」のための調べ学習を経て、段階的な基礎知識
の習得を目指す。

對馬　惠（教育研究院医学系保健科学領域　講
師）
小山内　暢（教育研究院医学系保健科学領域
助教）

青森県弘前市 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 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507293号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】レーザーを使った光学の
基礎と応用

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

花田　修賢（教育研究院自然科学系安全システ
ム工学領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月21日 教諭

工業高校教諭、
理数系教科担当
中学校・高校教

諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507294号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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弘前大学
【選択】人と関わるメカトロニクス
技術

計測制御技術は、産業界の他、医療分野でも実用化されて
いますが、そこには数学物理を基礎とした機械工学や電子
情報工学のほか、人間の特性を扱う解剖学や心理学など、
多様な分野の知識が必要とされます。本講習では、それら
の知識を融合して研究開発された自動採血ロボットや慣性
センサ式モーションキャプチャシステムなどについて、数学
や物理の知識と関連づけて研究内容を解説します。

佐川　貢一（教育研究院自然科学系安全システ
ム工学領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月17日 教諭

中学校・高等学
校数学・理科・技
術家庭教諭，工

業高校教諭

6,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507295号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】藍の栽培と生葉染め

津軽地方では藍染めが古くから行われてきたが、産業とし
て行われてきた藍染めをそのまま学校教育の現場で実践す
ることは難しい。そこで学校教育現場で活用が可能な、藍の
生葉染め（2種類），絞り染め，紅花との重ね染め（二藍）を
実験しながら検証する。またアイの栽培方法について紹介
する。実習で染色した繊維（ハンカチーフ）・アイの種子と苗
をお持ち帰りいただく。作業着・ビニル手袋・苗の持ち帰り袋
を持参。本講習は特別活動や総合的な学習の時間におい
ても役立つことから全教科対象とする。

勝川　健三（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 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 10人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507296号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】幼稚園における栽培活動
と藍染め

学校園（=学校内に作った農園や花園）での栽培活動は，園
児にとって土に触れることのできる貴重な機会であり，そこ
から学びうるものは多い。本講習では，講師が幼稚園などで
実践してきた栽培活動について紹介するとともに，その活用
例としてアイの栽培と，薬品や火を使わない安全な藍染め
を実習する。染色した繊維（ハンカチーフ）・アイの種子と苗
をお持ち帰りいただく。作業着・ビニル手袋・苗の持ち帰り袋
を持参。

勝川　健三（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月2日 教諭
幼稚園教諭、特
別支援学校教諭

6,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507297号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】実験とシミュレーションで
見る身の回りの流れの不思議

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

城田　農（教育研究院自然科学系安全システム
工学領域　准教授）
矢野　哲也（教育研究院自然科学系安全システ
ム工学領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月6日 教諭

理数系教科担当
小学校・中学校・
高校教諭，工業

高校教諭

6,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507298号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】マイコンで学ぶ計測と制
御

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

竹囲　年延（教育研究院自然科学系安全システ
ム工学領域　助教）
長井　力（教育研究院自然科学系安全システム
工学領域　助教）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月1日 教諭

工業高校教諭お
よび中学校、高
等学校の理科及
び技術の教諭

6,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507299号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】小学校プログラミング教
育入門

プログラミングについて全くの初心者の先生方向けです。プ
ログラミング教育実施の背景と意義，プログラミング的思考
の意味などについて講義を通して理解を深めます。また，実
践事例の紹介と複数の小学生向けプログラミングツール（教
材）の体験実習・演習を通してプログラムミングの基礎的な
知識・技能を習得します。講習の最後に，演習で使用する教
材を使ったカリキュラムを作成し，発表していただきます。

上之園　哲也（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

6,000円 12人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507300号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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弘前大学
【選択】小学校プログラミング教
育入門

プログラミングについて全くの初心者の先生方向けです。プ
ログラミング教育実施の背景と意義，プログラミング的思考
の意味などについて講義を通して理解を深めます。また，実
践事例の紹介と複数の小学生向けプログラミングツール（教
材）の体験実習・演習を通してプログラムミングの基礎的な
知識・技能を習得します。講習の最後に，演習で使用する教
材を使ったカリキュラムを作成し，発表していただきます。

上之園　哲也（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年12月25日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

6,000円 12人
令和2年9月23日～
令和2年10月16日

令02-
10008-
507301号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】小学校教員のためのプロ
グラミング入門

本講習では，プログラミングに関する学習経験の無い教員
および学習経験の少ない教員を対象として，プログラミング
とはどのような行為か，プログラムによってどのようなことが
できるのかといったプログラミングの基礎について，教育用
のプログラミング言語を用いて体験的に学習する．

櫻田　安志（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 12時間
令和2年8月10日～
令和2年8月11日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

12,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507302号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】小学校教員のためのプロ
グラミング入門

本講習では，プログラミングに関する学習経験の無い教員
および学習経験の少ない教員を対象として，プログラミング
とはどのような行為か，プログラムによってどのようなことが
できるのかといったプログラミングの基礎について，教育用
のプログラミング言語を用いて体験的に学習する．

櫻田　安志（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県むつ市 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

12,000円 8人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507303号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】小学校教員のためのプロ
グラミング入門

本講習では，プログラミングに関する学習経験の無い教員
および学習経験の少ない教員を対象として，プログラミング
とはどのような行為か，プログラムによってどのようなことが
できるのかといったプログラミングの基礎について，教育用
のプログラミング言語を用いて体験的に学習する．

櫻田　安志（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 12時間
令和2年12月12日～
令和2年12月13日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

12,000円 10人
令和2年9月23日～
令和2年10月16日

令02-
10008-
507304号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】中学校教員のためのプロ
グラミング入門

近年，通信環境の整備により社会の情報化がさらに進み，
中学校技術科においても，それを意識した題材による授業
が求められています．このような背景から，本講習では私た
ちの生活において活用が期待される情報技術の基礎と応用
について，比較的簡単に使用できる教材に基づいて実習形
式で学びます．実習は入門者向けのプログラミングが内容
の中心となります．そのため，キーボードを使った文字入力
は必要となります．

櫻田　安志（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校技術科教
諭，特別支援学

校教諭
6,000円 8人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507305号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】幼稚園教諭のためのプロ
グラミング入門

プログラミングの考え方をアンプラグドと呼ばれるコンピュー
タを使わない方法で学んだ後で，対象年齢が5歳から7歳の
プログラミング言語であるScratch Jrを使って，楽しみながら
プログラミングの基礎を学びます．タブレットはiPadを使用す
る予定ですが，ご持参いただいたタブレットを使用することも
可能です．Scratch Jrに慣れた後は，小学校での学びを少
しだけ意識してScratchも使ってみます．

櫻田　安志（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども
園、小学校教諭

6,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507306号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】小学校教員のための電気
工作入門

この講習では，もの作りが苦手な小学校教員を対象として，
電気で動作する簡単な玩具を作製することを通して，電気工
作の基礎を体験的に学びます．電気工作といっても，入門レ
ベルのため，部品のはんだ付けなどは極力行わず，ホット
ボンドなどの接着剤を活用することで，勤務校やご家庭でも
手軽に再現できる内容を目指します．

櫻田　安志（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月28日 教諭 小学校教諭 6,000円 8人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507307号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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弘前大学
【選択】技術教育における問題解
決的な学習

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

上之園　哲也（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月6日 教諭

小学校教諭・中
学校（技術科担
当教員）・高校工

業科教諭

6,000円 8人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507308号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】幼児教育・保育における
木製遊具の活用

幼児教育・保育における積み木を中心とする木製遊具の有
効性について理解を深めるとともに，幼児教育・保育で活用
できる木製遊具に関する基礎的な知識と技能，指導法を学
習する。具体的には理論に関する講義と木材を用いた遊具
を構想・製作し，それらの活用方法について発表する。

上之園　哲也（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）
廣瀬　孝（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）
武内　裕明（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 8人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507309号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】幼児教育・保育における
木製遊具の活用

幼児教育・保育における積み木を中心とする木製遊具の有
効性について理解を深めるとともに，幼児教育・保育で活用
できる木製遊具に関する基礎的な知識と技能，指導法を学
習する。具体的には理論に関する講義と木材を用いた遊具
を構想・製作し，それらの活用方法について発表する。

上之園　哲也（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）
廣瀬　孝（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）
武内　裕明（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年12月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 8人
令和2年9月23日～
令和2年10月16日

令02-
10008-
507310号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】医用機器開発と理数系教
育

工学分野において進展する医用システム開発の取組につ
いて、オムニバスで解説します。弘前大学における医工連
携研究開発の状況、偏光を使った医療機器の開発、光を
使ったバイオ医療応用や超音波による骨密度計測、心臓ポ
ンプ機能を補助する装置の設計、医療現場での仮想現実
(VR)技術の応用などの取組の概要を高校までの学習と関
連付けて紹介するとともに、高校生の進路計画や学習意欲
向上の指導に資する話題として提供します。

矢野　哲也（教育研究院自然科学系安全システ
ム工学領域　准教授）
齊藤　玄敏（教育研究院自然科学系安全システ
ム工学領域　准教授）
陳　暁帥（教育研究院自然科学系安全システム
工学領域　助教）
岡　和彦（教育研究院自然科学系安全システム
工学領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月5日 教諭

理数系教科担当
小学校・中学校・
高等学校教諭，
工業高校教諭

6,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507311号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】青森りんごの歴史と経済

農業は、農産物を作る営みであるだけでなく、農産物をお金
に換える営みでもあります。人々の生活を豊かにするだけで
なく、農家の生活を維持する営みです。青森県において生
産される主要な農産物であるりんごを題材に、その歴史、生
産、流通、加工、消費、貿易等の各側面について、経済的な
視点から学びます。

成田　拓未（教育研究院自然科学系農学・生命
科学領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月6日 教諭 全教諭 6,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507312号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】家庭生活の変容と授業づ
くり

小・中・高等学校における家庭科学習の現状を踏まえ、家庭
生活の変容について把握する。また家庭科学習における各
学習領域の基礎・基本を押さえると共に、発展的な内容も取
り扱い、授業作りに結びつけることを目指す。

李　秀眞（教育研究院人文社会・教育学系社会
科学領域　准教授）
北原　啓司（教育研究院地域イノベーション学
系戦略的融合領域　教授）
安川　あけみ（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）
加賀　恵子（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 12時間
令和2年7月18日～
令和2年7月19日

教諭
小学校教諭，中･
高等学校教諭

（家庭科）
12,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507313号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】英語における動詞の種類

言語を科学的に分析する生成文法研究の理論的知見に基
づき、英語における自動詞と他動詞をさらに細分化し、それ
らを伴う文の解釈や構造を考察することで、それらの使用法
についての理解を深める。

近藤　亮一（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月11日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507314号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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弘前大学
【選択】英語アクティビティを考え
る

近年、アクティブラーニングの必要性が叫ばれるなかで、英
語授業でもどのようなアクティビティやグループワークが有
効なのか、さまざまな面での模索がなされています。本講習
では、いくつかのアクティビティやグループワークの実践例
を取り上げ、その教育効果や問題点、さらに新たなアクティ
ビティの可能性について、受講者の皆さんとともに主にワー
クショップ形式で考えていきます。

堀　智弘（教育研究院人文社会・教育学系人文
科学領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 28人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507315号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】授業に生かす英語教育学

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

佐藤　剛（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月22日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507316号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】特別支援学校における重
複障害の子供の教育課程

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

天海　丈久（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

特別支援学校の
教諭・養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507317号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】特別支援学校等における
指導の実際

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

天海　丈久（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）
増田　貴人（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）
栩内　伸子（教育学部非常勤講師）
加賀谷　紀（教育学部非常勤講師）
中嶋　美樹（教育学部非常勤講師）
岡田　一也（教育学部非常勤講師）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月31日
教諭

養護教
諭

特別支援学校の
教諭・養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507318号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】特別な支援を要する幼児
の保育

本時においては、特別な支援を要する幼児の保育につい
て、なかでも、支援者の資質、“燃え尽き”や保育環境設定
の観点から、それぞれ諸議論を紹介するとともにそれらをふ
まえた事例検討を行って、今後の保育支援につながる示唆
を得ようとするものである。保育・幼児期の教育をテーマに
する関係上、主な受講対象者は乳幼児の保育に直接関係
する者（幼保連携型認定こども園保育教諭や幼稚園教諭、
特別支援学校幼稚部など）に合わせた内容とする。

増田　貴人（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）
松浦　淳（青森中央短期大学　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月22日 教諭
保育教諭、幼稚

園教諭
6,000円 80人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507319号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】乳幼児保育の現在と課題

本時においては、乳幼児保育の現状と課題についての講義
（一部演習含む）を行う。なかでも、“気になる”子どもをめぐ
る保育や、幼小連携・接続をはじめとする保育の歴史・制度
的課題、保育内容「言葉」にまつわる諸議論について主に扱
い、今後の保育・幼児期の教育の展望を考察する。保育・幼
児期の教育をテーマにする関係上、主な受講対象者は幼保
連携型認定こども園保育教諭や幼稚園教諭（特別支援学校
幼稚部を含む）等、保育・幼児期の教育に直接関係する者
を念頭におく。

増田　貴人（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）
武内　裕明（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月20日 教諭
保育教諭、幼稚

園教諭
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507320号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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弘前大学
【選択】脳の栄養、筋肉の栄養、
そして予防医学の栄養

子どもの栄養から大人の健康はつくられる。脳の発育期に
ある子どもへの栄養は重要である。また、体力づくりの要と
なる骨格筋の発達にも十分な栄養が欠かせない。子どもの
健やかな成長と発育に必要な栄養とは何か、予防医学の観
点から病気にならないための栄養とは何か、いつ・何を・ど
のように食べればよいかについて知識を深め、今後の食育
のあり方を考察する。

加藤　秀夫（東北女子大学　家政学部　学部
長・教授）
今村　麻里子（東北女子大学　家政学部　准教
授）
前田　朝美（東北女子大学　家政学部　准教
授）
西田　由香（東北女子大学　家政学部　教授）
妹尾　良子（東北女子大学　家政学部　教授）
出口　佳奈絵（東北女子大学　家政学部　講
師）
白戸　里佳（東北女子大学　家政学部　講師）

青森県弘前市 6時間 令和2年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、小・中・高

等学校教諭
6,000円 160人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507321号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】養護教諭実践の再確認と
これから（Ⅰ）

学校全体で児童生徒らの様々な健康・安全上の問題を解決
するため，専門職としての養護教諭に求められる以下のよう
なテーマを取り上げます。
１、現代的健康課題を抱える子供たちへの支援事例を通し
て，養護教諭の健康相談における新しい視座を学びます。
２、学習指導要領改訂の背景を踏まえ，生涯にわたる健康
のための健康教育について考えます。

新谷　ますみ（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　准教授）
原　郁水（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）
小林　央美（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月3日
教諭

養護教
諭

養護教諭・養護
教諭と教諭の両
方の免許を有す

る教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507322号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】養護教諭実践の再確認と
これから（Ⅱ）

学校全体で子ども達や教職員の様々な健康・安全上の問題
を解決するために，専門職としての養護教諭に求められる
以下のようなテーマを取り上げます。
健康問題のある事例を活用し，その基礎知識と救急処置活
動について検討します。フィジカルアセスメント・バイタルサ
インの知識・技術を再確認し，さらなる向上を目指した講義・
実習・演習を展開します。

葛西　敦子（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月4日
教諭

養護教
諭

養護教諭・養護
教諭と教諭の両
方の免許を有す

る教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507323号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】養護教諭実践の再確認と
これから(Ⅲ)

学校全体で子ども達や教職員の様々な健康・安全上の問題
を解決するために，専門職としての養護教諭に求められる
以下のようなテーマを取り上げます。
１．①衛生管理者になる可能性のある養護教諭が，労働安
全衛生法による教職員の健康管理を考えます。
    ②保健指導に使える簡単な実験を経験します。
２．疾患を有する児童生徒の管理と支援：学校で気をつけて
欲しい児童生徒の病気について考えます。

田中　完（教育研究院医学系臨床医学領域　教
授）
太田　誠耕（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

養護教諭・養護
教諭と教諭の両
方の免許を有す

る教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507324号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】演劇的手法を活用した授
業づくり

演劇的手法は、身体を動かし、協同の作業や話し合いを通
して、架空の世界を生み出し、学習を促進する方法である。
本講義においては、クラスの集団づくりに役立つアイスブレ
イク、国語や道徳におけるロールプレイ等、リサーチと組み
合わせながら全身を使ったプレゼンテーションなどの演劇的
手法の運用と理論、日本での実践の蓄積を実際の活動を
通して学ぶ。本講習は小学校・中学校・高等学校全科目の
教諭を対象とする。

宮崎　充治（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10008-
507325号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】体験プログラムによる人
間関係作り

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

田中　吉兵衛（教員養成支援センター非常勤講
師）
上村　佳邦（国立岩手山青少年交流の家　企画
指導専門職）

岩手県滝沢市 6時間 令和2年7月27日
教諭

養護教
諭

幼・小学校教諭、
養護教諭向け

6,000円 30人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507812号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】安全面に配慮した自然体
験活動の実際

本講習では、集団宿泊体験や自然体験活動を実施するに
あたり、教員が指導・引率すると想定し、実際に考えられる
危険とその予防や対策について学びます。また、野外炊事
やショコラオリエンテーリングを体験しながら、考えられるリ
スクと回避するための配慮事項について演習的に考えま
す。

澤村　省逸（教育学部准教授）
林田　健志（国立岩手山青少年交流の家　企画
指導専門職）

岩手県滝沢市 6時間 令和2年7月28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5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507813号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp
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対象職

種
主な受講対象者

岩手大学
【選択】特別支援教育の指導の
実際

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

安久都　靖（教育学部附属特別支援学校教諭）
佐々木　弥生（教育学部附属特別支援学校教
諭）
高橋　幸（教育学部附属特別支援学校教諭）
佐々木　千尋（教育学部附属特別支援学校教
諭）
藤谷　憲司（教育学部附属特別支援学校副校
長）

岩手県盛岡市 6時間 令和2年7月29日 教諭
小・中・高校教

諭、特別支援学
校教諭

6,000円 40人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507814号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】食品に関する最近の話題
食品の加工例に関する近年の動きを知り、加工食品および
伝統食品を題材とした食に関する指導の展開の例にふれ、
食に関する指導の知見を深める。

髙橋　秀子（修紅短期大学　食物栄養学科教
授）

岩手県一関市 6時間 令和2年7月29日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 40人

令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507815号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】学力向上を目指す学校教
育の在り方

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

立花　正男（大学院教育学研究科教授） 岩手県盛岡市 6時間 令和2年8月1日 教諭
幼・小・中・高校

教諭
6,000円 200人

令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507816号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】学習障害の特性理解と指
導

学習障害とは「基本的には全般的な知的発達に遅れがない
が、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のう
ち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態
を指す」（文部科学省, 1999）とされる。本講習では、学習障
害の状態像と背景的認知的特性、特性に応じた指導・支援
方法について解説する。

鈴木　恵太（教育学部准教授） 岩手県盛岡市 6時間 令和2年8月1日 教諭
幼・小・中・高校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 200人

令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507817号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】教材研究の在り方

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

吉田　幹伸（教員養成支援センター准教授） 岩手県盛岡市 6時間 令和2年8月2日 教諭
幼・小・中・高校

教諭
6,000円 220人

令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507818号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】発達の偏りやつまづきが
ある子どもの理解と支援

・「困っている」子どもについて、発達や愛着（アタッチメント）
の視点から理解を深める。
・子どもの気持ちに添いながら，行動特性に応じた支援方法
について学び合う。
・ケース検討を通して，チーム支援の在り方を学び合う。

大久保　牧子（岩手県立大学　看護学部講師） 岩手県滝沢市 6時間 令和2年8月3日
教諭

養護教
諭

幼・小学校教諭、
養護教諭

6,000円 40人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507819号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】幼児教育法「子どものあ
そびをどうみるか」

今般の幼稚園教育要領の改訂において、身近な環境との
関わりの中で、気づき、取り込み、考えたりする「幼児の見
方・考え方」が重要なポイントとしてあげられています。この
ことは、同時にそれを実践に繋げる教師自身の見方・考え
方も問われることになるのです。本講習では、生活の中で起
こる様々なことについて、どのように見て、考えるのか、他受
講生との議論等を通しながら自らの「見方・考え方」の問い
直しを行うことを目的とします。

石川　悟司（盛岡大学　文学部准教授） 岩手県滝沢市 6時間 令和2年8月3日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507820号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】小学校音楽科における主
体的・対話的で深い学びの実現
に向けた授業改善

音楽科における、主体的な学び・対話的な学び・深い学びの
視点から4つの活動（歌唱・器楽・音楽づくり・鑑賞）の授業
改善について、講義・演習を行います。
受講者の実践上の悩みに対応しながら解決に向けた知見
や方策を提示することを通して、小学校音楽指導の充実を
図ります。

山口　亮介（盛岡大学　文学部准教授） 岩手県滝沢市 6時間 令和2年8月3日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507821号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp
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対象職
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主な受講対象者

岩手大学
【選択】自然の環境に触れて育て
たいこととその指導計画及び保
育環境について

実際に身近な自然や生き物に触れることにより、その大切さ
や自然体験を通して学ぶことの理解を深める。また、保育の
ねらいに基づきながら自然環境を生かして幼児の主体的な
学びを引き出し、さらに幼児の経験の積み重ねを見通した
保育の計画及び環境構成について理解を深める。

岩崎　基次（盛岡大学　短期大学部准教授）
澤口　たまみ（盛岡大学　短期大学部非常勤講
師）

岩手県滝沢市 6時間 令和2年8月3日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507822号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】子どもの発達支援につい
て

気になる子どもについて、発達障害や愛着障害の視点から
理解を深める。診断はついていないが、「発達」「行動特性」
「集団行動」などの特別な配慮を要する子どもの気持ちに
添った支援方法について理解を深める。

嶋野　重行（盛岡大学　短期大学部教授）
石川　正子（盛岡大学　短期大学部教授）

岩手県滝沢市 6時間 令和2年8月3日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 120人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507823号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】行動からみる人間関係

集団形成や社会的スキルなどについて解説するとともに、
社会生活における望ましい習慣や態度を獲得するための行
動を増やすには、どのような援助が適切か実践を通して理
解を深める。

中尾　彩子（修紅短期大学　幼児教育学科助
教）

岩手県一関市 6時間 令和2年8月3日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507824号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】学童期の栄養マネジメント
と食育

健康増進を図る上で、学童期の特徴である成長と発育、栄
養と食事、栄養アセスメント、栄養ケアのポイントについて解
説します。加えて食育は、児童生徒の成長発達や活動の源
であり、適切な食に対する理解と実践力を育成することが重
要です。児童生徒への具体的な取り組みについては主に小
学校における先進的な食育実践を学びます。

川越　有見子（盛岡大学　栄養科学部教授）
笹田　陽子（盛岡大学　栄養科学部非常勤講
師）

岩手県滝沢市 6時間 令和2年8月4日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 40人

令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507825号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】音環境を考えながら音楽
を楽しく学ぶ

音環境について、具体的に㏈を調べる。年齢別「拍」と「音
感」教育。障害者のために開発されたタッチベル、カホンな
どを使ったピアノ初心者プログラム。音楽とリズムの楽しい
身体表現。スリーコードでの弾き歌い伴奏法。

鈴木　美樹子（修紅短期大学　幼児教育学科教
授）

岩手県一関市 6時間 令和2年8月4日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507826号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】学校と地域連携の在り方

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

新妻　二男（教育学部非常勤講師） 岩手県盛岡市 6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 200人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507827号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】移行期の教育課題と学校
間接続

本講習では、子どもたちが各学校（幼・保を含む）段階の移
行期に直面する教育・保育的な課題を概説し、学校間接続
の理論と方法を学びます。学校間接続の問題は制度的な問
題として議論されていますが、本講習では教育・保育観やカ
リキュラム、教育・保育方法の視点から考察することで、
日々の教育・保育実践の見直しに資する検討を行います。
適宜演習も取り入れて受講者の経験を共有できる時間を設
け、学校種や免許種を超えて学校間接続の問題を考えられ
る機会にします。

畠山　大（岩手県立大学　高等教育推進セン
ター講師）

岩手県盛岡市 6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教
諭、養護教諭

6,000円 100人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507828号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】新学習指導要領の趣旨を
生かした教科指導の在り方

本講習では，新学習指導要領の趣旨を生かした授業作りに
ついて解説するとともに，ビデオによって実際の授業を振り
返ったり，資料をもとに授業のねらいや教材解釈や指導方
法の工夫について実践的に学びます。幼小連携の観点から
幼稚園教諭も対象とします。

菅原　純也（教育学部附属小学校教諭）
関戸　裕（教育学部附属小学校教諭）
川村　晃博（教育学部附属小学校教諭）
伊東　晃（教育学部附属小学校教諭）

岩手県盛岡市 6時間 令和2年8月5日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 42人

令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507829号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】子どもの造形表現と言葉
の育み

子どもの造形活動を理解する上で、「線」「色」「形」といった
造形の基礎要素に立ち返り、異なるテーマ毎の演習を通し
造形表現の“はじまるところ”を考える。また、子どもの「言
葉」を豊かに育むための環境や援助について、保育の原理
に基づいた視点で確認し、スキルアップを図る。

長谷川　誠（盛岡大学　短期大学部教授）
岸　千夏（盛岡大学　短期大学部准教授）

岩手県滝沢市 6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507830号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手大学
【選択】幼児教育者のための音楽
表現

１.数種の打楽器とピアノを使用し、子どもの歌の合奏曲へ
の編曲を行い合奏を行う。
２.代表的な音楽表現法に基づいて、幼児教育における音楽
遊びや音楽表現を中心に演習を交えて実践する。
３.童謡を重唱しながら、発声に関する知識と歌唱技術を身
につける。

劒持　清之（盛岡大学　短期大学部教授）
菊池　由美子（盛岡大学　短期大学部教授）
吉村　哲（盛岡大学　短期大学部准教授）

岩手県滝沢市 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5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507831号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】幼児教育者の為の〝言
葉と表現″

子どもが言葉を得て、自己表現していけるようにするには、
まず〝お話をきく″たのしみをたっぷりと与えていくことが大
切です。近年、電子メディアの登場により、子どものあそび
は大きく変化し、それは言葉の獲得へも影響を与えていま
す。人と人とが直接関わり、想像力を育てるあそびを体験
し、幼児教育者として何をなすべきかを学びとって頂きます。

丸山　ちはや（盛岡大学　短期大学部助教） 岩手県滝沢市 6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507832号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】音環境を考えながら音楽
を楽しく学ぶ

音環境について、具体的に㏈を調べる。年齢別「拍」と「音
感」教育。障害者のために開発されたタッチベル、カホンな
どを使ったピアノ初心者プログラム。音楽とリズムの楽しい
身体表現。スリーコードでの弾き歌い伴奏法。

鈴木　美樹子（修紅短期大学　幼児教育学科教
授）

岩手県一関市 6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507833号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】幼児のための造形表現
実技制作を行ないます。幼児のための造形表現の意義や
役割について理解を深め、造形表現で使用する素材や道具
についての理解も深めます。

佐藤　惠一（修紅短期大学　幼児教育学科教
授）

岩手県一関市 6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 24人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507834号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】中国古代の漢字と書

古代の中国で誕生した漢字は、日本でも日常生活に不可欠
な文字として定着した一方、その造形性を美の対象として捉
える書芸術としても発展してきました。本講習では、中国古
代における漢字の変遷について、書の観点を交えながら概
説します。また、漢字の中でも古文字に属す甲骨文や金文
について、解読したり鉛筆で書いたりして身近に感じること
ができるよう簡単な実習も行う予定です。

矢野　千載（盛岡大学　文学部教授） 岩手県滝沢市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校・高等学
校教諭（国語）

6,000円 30人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507835号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】小学校英語教育における
各種活動で遊んでみよう！

小学校英語教育についての講義（授業の前半）と演習（授業
の後半）を行います。各単元のねらいに基づく授業作りのデ
ザインについて講義・演習をします。具体的に、授業の固定
化、各種活動（ゲーム・歌・絵本・英語人形劇・英語紙芝居な
ど）、及び評価の概念や評価方法などについての内容で
す。そして、講義・演習で実際の授業で使える活動を取り入
れます。最終的に、英語を使ってみたいと感じる小学校英語
の内容を提供します。

石濵　博之（盛岡大学　文学部教授） 岩手県滝沢市 6時間 令和2年8月6日 教諭 小学校教諭 6,000円 25人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507836号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】岩手の復興教育の実践と
課題

東日本大震災発災時から9年の歩みについての講義から、
各自の9年を振り返る。また、岩手県が推進する「いわての
復興教育」の基本理念と教育目標を理解する。各学校の復
興教育に係る各自の課題を明確化し、その課題解決に向け
た取組をそれぞれの立場で考える。

加藤　孔子（教員養成支援センター特命教授） 岩手県盛岡市 6時間 令和2年8月7日 教諭
幼・小・中・高校

教諭
6,000円 200人

令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507837号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】特別支援教育指導法

インクルーシブ教育システムの構築に向けた今日的動向に
関わる論点を踏まえ、特別支援学校、特別支援学級、通常
の学級それぞれの場における特別支援教育の実践と課題
について、指導・支援の具体的な方法に着眼し概説する。

佐々木　全（大学院教育学研究科准教授） 岩手県盛岡市 6時間 令和2年8月7日 教諭
幼・小・中・高校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 200人

令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507838号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】中学校学習指導要領の
趣旨を生かした授業づくり

学習指導要領の趣旨を生かした学習指導の在り方につい
て、授業実践例を通して研修します。具体的には、本校の授
業実践等をもとに各教科等の本質に迫る指導と評価の工夫
等について、講義、グループ討議などを行います。また喫緊
の教育課題について、講義及び演習を行います。

三浦　隆（教育学部附属中学校　副校長）
芳門　淳一（教育学部附属中学校　主幹教諭）
加藤　佳昭（教育学部附属中学校　教諭）
平澤　傑（教育学部附属中学校　教諭）

岩手県盛岡市 6時間 令和2年8月7日 教諭 中学校教諭 6,000円 40人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507839号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手大学
【選択】英語母語話者発音に接近
するための簡易モデル

講習では①日本人の英語発音時の母音の嵌入をいかに捉
え英語母語話者の発音を目指すか、②英語発音教育は科
学教育たり得るかを検証する。日本語の音節は「子音＋母
音」の結合となっているという一般的想定がある。これにより
日本人が英語発音を試みる際に「ツリー」（tree）のように子
音クラスタ［ｔｒ］内に母音を嵌入させてしまうという説明がなさ
れることを事例として取り上げる。

髙橋　幸雄（盛岡大学　文学部教授） 岩手県滝沢市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 50人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507840号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】幼児のための造形表現
実技制作を行ないます。幼児のための造形表現の意義や
役割について理解を深め、造形表現で使用する素材や道具
についての理解も深めます。

佐藤　惠一（修紅短期大学　幼児教育学科教
授）

岩手県一関市 6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 24人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507841号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】子どもの心とからだを育て
る食育

「食」は子どもたちにとって身体の発育だけでなく、人間性を
養うコミュニケーションツールでもある。近年の子どもの実態
を把握し、「子どもの心とからだ」の健全な発育に必要な「食
事の楽しさ」および「食育」のあり方について考える。講義お
よびグループワークを取り入れながら、実際に事例研究を
行ない、討議し、理解を深める。

横山　恵（修紅短期大学　食物栄養学科助教） 岩手県一関市 6時間 令和2年8月7日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 20人

令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507842号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】幼稚園教育活動の実際
「遊びによる教育」の質を高めるための幼児理解及び環境
構成や援助についての理解を深めるため、保育実践ビデオ
や事例を基にした講義やグループ討議、演習を行う。

千葉　紅子（教育学部附属幼稚園副園長）
渡邉　奈穂子（教育学部附属幼稚園教諭）
髙橋　文子（教育学部附属幼稚園教諭）
本宮　和奈（教育学部附属幼稚園教諭）
川村　真紀（教育学部附属幼稚園養護教諭）

岩手県盛岡市 6時間 令和2年8月8日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校
教諭、養護教諭

6,000円 50人
令和2年5月8日～
令和2年5月28日

令02-
10009-
507843号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

宮城教育大学
【選択】未来を主体的に生き抜く
生徒の育成～国語・社会・数学・
理科・英語～

本校の研究課題「未来を主体的に生き抜く生徒の育成」の
もと、中学校国語科・社会科・数学科・理科・英語科（いずれ
か１教科を選択）の提案授業を参観し、生徒たちがそれまで
の学習活動を振り返り、学ぶことへの興味・関心を持ち続け
ながら、見通しを持って粘り強く、主体的かつ対話的な深い
学びを実現するために必要な授業づくりについて検討する。

吉村　敏之（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）
米川　聡（非常勤講師）
本田　伊克（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻准教授）
西川　洋平（非常勤講師）
守　康幸（非常勤講師）
八木　俊樹（非常勤講師）
菅原　和朗（非常勤講師）

宮城県仙台市 6時間 令和2年7月3日 教諭 中学校教諭 6,000円 100人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509512号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】素描の基礎

素描は絵画をはじめとする造形表現の全ての領域で礎とな
る能力といえる。本講習では素描の素材や手法、構図、遠
近法等の表現効果を実践的に理解し学習します。指導の現
場で観察する力や感じ方を深めさせるにあたって、しっかり
と基礎事項を再確認していただきたい。

安彦　文平（教育学部准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月11日 教諭
小学校教諭、中
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6日

令02-
10011-
509513号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】オンチ克服指導法

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

小畑　千尋（教育学部准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月11日 教諭
小学校教諭、中
学校音楽教諭

6,000円 24人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509514号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】３Dプリンタの教育利用

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

門田　和雄（教育学部准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月11日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（技術・工

業、美術、理科、
数学）

6,100円 25人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509515号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】英語科教育講習A－英語
文学－

日本でもよく知られる英米の作家の作品を題材に、作品の
特質を捉えつつ、作品の背景となる文化について学び、英
語文学に関する考察を深める。関連する映像作品、英語学
習教材（Graded Readers等）も取り上げ、多方面から作品を
英語教育の素材として生かす方法についても併せて考えた
い。取り上げる作品は19世紀の作家を扱う予定である。

竹森　徹士（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月11日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509516号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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対象職

種
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宮城教育大学
【選択】３１１被災地で学ぶ学校
防災　石巻･南三陸・気仙沼

東日本大震災の震災遺構・メモリアル施設における講義及
び講話を通じて、震災の経験、教訓を導き出し、そこから、
学校における震災伝承による防災教育の実践や、学校の
防災力向上についての理解を深めます。

小田　隆史（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻准教授）
千田　康典（特任准教授）

宮城県石巻
市・南三陸町・
気仙沼市

6時間 令和2年7月11日 教諭 全教諭 10,000円 40人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509517号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】子どもの貧困・虐待・権利
をめぐる現状と課題

子どもを取り巻く環境は変化し、子どもの貧困問題や子ども
虐待は日々深刻化している。その背景には複雑化する社会
構造の変化があり、大人社会の格差や雇用不安が影響して
いる。こうした状況は、子どもたちの生活にも直接的に影響
を及ぼし、親の貧困は子どもの学力や進路にも影響を与
え、子ども虐待の温床にもなっている。今回の研修では、こ
うした子どもの権利擁護の在り方について、歴史的・社会的
視点から学ぶ。

佐藤　哲也（教育学部教授）
千葉　喜久也（仙台大学　教授）

宮城県仙台市 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

幼稚園・認定こど
も園・小学校・特
別支援学校教
諭、養護教諭

12,000円 80人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509518号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】英語科教育講習B－英語
文学－

日本でもよく知られる英米の作家の作品を題材に、作品の
特質を捉えつつ、作品の背景となる文化について学び、英
語文学に関する考察を深める。関連する映像作品、英語学
習教材（Graded Readers等）も取り上げ、多方面から作品を
英語教育の素材として生かす方法についても併せて考えた
い。取り上げる作品は19世紀の作家を扱う予定である。

竹森　徹士（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月12日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509519号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】外国人児童生徒への教
育と支援を考えよう

日本の学校では日本語を母語としない子どもが増えていま
す。異なる言語や文化背景を持つ子どもたちの現状と課題
を理解した上で、学校での日本語や学習支援の方法、保護
者とのコミュニケーションの取り方などについて、ワーク
ショップによる体験などを踏まえながら学びます。参加にあ
たっては、こうした子どもを担当している教員かどうかは問
いません。

高橋　亜紀子（教員キャリア研究機構教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月12日 教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 25人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509520号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】プログラミング教育

MITメディアラボのScratch, Googleブロックリー・ゲーム、み
んなのコードのプログルなど、プログラミング教育に使用で
きる教材を紹介します。Micro:bitによるロボットカーを中心に
プログラミングの実習を行います。中学校教諭も受講可能で
すが、内容は小学校教諭向けです。

鵜川　義弘（教員キャリア研究機構教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月12日 教諭

小学校教諭(中学
校教諭も受講可
能ですが、内容
は小学校教諭向

けです。)

11,000円 10人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509521号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】ピアノ演奏技術の向上

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

倉戸　テル（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月18日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽教諭
6,000円 10人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509522号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】日本語の表現と文体

本講習では、まず、絵本・児童読み物や小説・物語教材を読
みながら、文章表現の特色と味わいに触れた後、受講者各
人の創作した散文詩の表現と鑑賞を通じて声で表現（また
受容）することの意義を再確認したい。あわせて声と文字と
の表現性の違いを楽しみながら体感しつつ、声によって効
果的に伝える方法を考えてみる。

遠藤　仁（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月18日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
6,000円 50人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509523号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】ボール運動指導法

小学校ボール運動の授業づくりについて、理論と実技を通し
て学ぶ。教材は、新学習指導要領で「陣地を取り合うゴール
型」に位置づけられた「タグラグビー」系を取り上げる。低学
年の「鬼遊び」から、中学年の「易しいゲーム」、高学年の
「簡易化されたゲーム」への発展系統も意識しながら、初心
者でも楽しめるタグラグビー教材の指導法について学びを
深める。

沼倉　学（教育学部講師） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月18日 教諭
小学校教諭、中
学校保健体育教

諭
6,100円 24人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509524号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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種
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宮城教育大学
【選択】英語科教育講習C－英語
コミュニケーション－

本講義では、小・中・高で効果的なコミュニケーション活動の
指導法を紹介します。初心者に相応しいリスニングアクティ
ビティや、自信をもって楽しくできるスピーキング活動を紹介
します。さらには、リーディングとライティングに必要なフォ
ニックス指導や、短い文を読んだり、書いたりすることができ
るようになる指導のポイントを紹介します。

根本　アリソン（特任准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月18日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509525号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】ESD/SDGs入門－持続可
能な社会の創り手の育成－

持続可能な開発のための教育（ESD）の具体的の内容や授
業プログラムについて概説する。ESDは、持続可能な社会
の創り手の育成として、学習指導要領に明記されている。国
際社会では、持続可能な開発目標（SDGs）の17の目標を実
現することが求められている。基礎基本学力と教科、および
総合的な学習の時間を組み合わせ、学校全体での取り組
みや地域との連携をはかる方法について学ぶ。また、国際
教育、食教育、環境教育に関連する具体的な教材や実践事
例について紹介する。

市瀬　智紀（教員キャリア研究機構教授）
小金澤　孝昭（非常勤講師）
棟方　有宗（教育学部准教授）
吉田　剛（教育学部教授）

宮城県気仙沼
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

全教諭、養護教
諭

12,000円 25人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509526号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】体育・スポーツ運動の分
析と指導

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

池田　晃一（教育学部教授）
木下　英俊（教育学部教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年7月19日 教諭

小学校教諭、中
学校・義務教育
学校・高等学校・
中等教育学校保

健体育教諭

6,000円 25人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509527号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】英語科教育講習D－英語
コミュニケーション－

本講習は暗黙の理論（マインドセット）について説明する。次
いで、クラスルームイングリッシュ、褒め方、などの教室にお
ける実用的な英語教授法が学習者の動機づけにどのような
効果があるかについての理解を深める。尚、この講習は日
本語で行われる。

リース　エイドリアン（教育学部准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月19日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509528号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】プログラミング教育

MITメディアラボのScratch, Googleブロックリー・ゲーム、み
んなのコードのプログルなど、プログラミング教育に使用で
きる教材を紹介します。Micro:bitによるロボットカーを中心に
プログラミングの実習を行います。中学校教諭も受講可能で
すが、内容は小学校教諭向けです。

鵜川　義弘（教員キャリア研究機構教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月19日 教諭

小学校教諭(中学
校教諭も受講可
能ですが、内容
は小学校教諭向

けです。)

6,000円 10人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509529号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】人間基礎力としてのコミュ
ニケーション能力の育成

様々な教科にはそれぞれ専門性があるが、その一方で専
門によらない人間基礎力として特にコミュニケーション能力
の重要性がますます認識されてきている。本講習では、即
興演劇を手法としたワークショップを導入し、体験型の学び
と関連した講義や振り返りを交互に行う。このような活動を
通して、身体、情動、認知、そして社会性に基づいたコミュニ
ケーション能力を育む方法を考える。

虫明　美喜（教育学部特任准教授）
虫明　元（東北大学　医学部生体システム生理
学分野教授）

宮城県仙台市 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
7,200円 50人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509530号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】LEDを使ったものづくり

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

水谷　好成（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月26日 教諭
小学校教諭、中
学校技術・理科・

美術教諭
6,500円 40人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509531号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】プログラミング教育

MITメディアラボのScratch, Googleブロックリー・ゲーム、み
んなのコードのプログルなど、プログラミング教育に使用で
きる教材を紹介します。Micro:bitによるロボットカーを中心に
プログラミングの実習を行います。中学校教諭も受講可能で
すが、内容は小学校教諭向けです。

鵜川　義弘（教員キャリア研究機構教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年7月26日 教諭

小学校教諭(中学
校教諭も受講可
能ですが、内容
は小学校教諭向

けです。)

11,000円 10人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509532号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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宮城教育大学
【選択】青葉山環境教育セミ
ナー・動物園学習の企画と実践

ワンチャンスの校外学習を成功させ、教科学習と適切に関
連付けるためには、企画者に学習対象についての豊富な経
験や高い意識があることが望ましい。この講座では、社会教
育施設である動物園の資源を有効に活用し、校外学習を実
り多いものにするために活用できる情報を提供する。実際に
園内で観察のポイントを学び、実践の事例について知識を
得る。演習形式で、校外学習の課題や事例を検討する。

齊藤　千映美（大学院教育学研究科高度教職
実践専攻教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年7月27日 教諭
幼稚園･小学校教

諭
6,500円 20人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509533号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】青葉山環境教育セミ
ナー・動物園で学ぶ動物の飼育
と観察

繁殖や衛生管理など、動物園で動物を飼育するために用い
られる手法の技術を理解し、学校における生徒の発展的な
学習を支援するための知識と経験を得る。また演習形式
で、学社連携に資する学習活動の事例を検討し、学びを深
める。

齊藤　千映美（大学院教育学研究科高度教職
実践専攻教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校理科教

諭、高等学校生
物教諭

6,500円 20人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509534号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】生徒指導の実際
生徒指導上の問題や課題（いじめ、不登校、非行問題等）に
ついて、具体的事例を取り上げ、その対応策について考察
する。

久保　順也（教育学部准教授）
丸山　千佳子（大学院教育学研究科高度教職
実践専攻特任教授）
桂島　晃（特任教授・学長特別補佐）

宮城県栗原市 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、

養護教諭
6,000円 48人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509535号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】子ども読書活動推進の方
策を探る－学校図書館活性化の
ために－

児童・生徒の読書活動の現状と課題を確認したうえで、改め
て読書の意義を問い直し、発達段階に応じた適切な読書活
動支援のありようについて考える。また、学校図書館の今日
的な意義についての理解を深めるとともに，図書館活用の
推進に関する実践力の向上を図る。

遠藤　仁（教育学部教授）
中地　文（教育学部教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月4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6日

令02-
10011-
509536号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】中学校理科第２分野の教
材

中学校理科第２分野（生物・地学）に関わる学習内容から
テーマを選び、講義に実験活動を組み込んだ講習を行う。
具体的には、植物や動物の形態・機能・生殖（生物分野）、
および、気象・天体・地質・岩石（地学分野）からテーマを選
んで取り上げる予定である。

出口　竜作（教育学部教授）
棟方　有宗（教育学部准教授）
小林　恭士（教育学部准教授）
川村　寿郎（教育学部教授）
髙田　淑子（教育学部教授）
菅原　敏（教育学部教授）
中山　慎也（教育学部准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月5日 教諭 中学校理科教諭 6,100円 30人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509537号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】学校教育と体験活動A

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

山中　和之（国立花山青少年自然の家　所長）
本図　愛実（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）

宮城県栗原市 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

校教諭
6,500円 30人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509538号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】中等社会科教育（地理分
野）

次期の中学校・高等学校学習指導要領における地理学習
の特徴について理解しながら、中学校社会科地理的分野お
よび高等学校地歴科地理の授業に必要な地理学に基づく
内容を理解し、授業で取り上げる地理教材について考える。

吉田　剛（教育学部教授）
佐々木　達（教育学部准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月6日 教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科公民科

教諭

6,000円 25人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509539号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】小学校理科の教材－物
理・化学編－

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

福田　善之（教育学部教授）
内山　哲治（教育学部教授）
西山　正吾（教育学部准教授）
池山　剛（教育学部教授）
猿渡　英之（教育学部教授）
笠井　香代子（教育学部教授）
渡辺　尚（教育学部准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月6日 教諭 小学校教諭 6,100円 30人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509540号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宮城教育大学 【選択】絵本の特徴と活用法

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

中地　文（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月6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5月6日

令02-
10011-
509541号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】青葉山環境教育セミ
ナー・動物透明標本の作成法

理科室には多くの動物が持ち込まれる。この講習では脊椎
動物の多様な標本の種類を概観し、その作成・保管・活用
方法について学ぶ。また実習では、小型淡水魚を用いて動
物透明標本の作成を行う予定である。なお時間的制約か
ら、手技のポイントを中心に体験するが、実際の行程の全て
を行うわけではない。

齊藤　千映美（大学院教育学研究科高度教職
実践専攻教授）

宮城県仙台市 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
6,000円 12人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509542号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】小学校社会科教育法

新小学校学習指導要領の特徴を踏まえ、小学校社会科に
必要な社会科教育学や歴史学・社会学などに関する講義を
行う。また討論などの活動も取り入れ、授業実践上の課題
についても理解を深める。

吉田　剛（教育学部教授）
堀田　幸義（教育学部准教授）
山内　明美（教育学部准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月7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5月6日

令02-
10011-
509543号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】新しく追加された小学校
理科の内容と教材活用

令和２年度新しく小学校理科に取り入れられた追加された
指導内容は、・音の伝わり方と大小（第３学年）・雨水の行方
と地面の様子（第４学年）・人と環境（第６学年）である。気体
検知管から代わって用いられる可能性のある酸素センサー
を使用した指導内容を加え、これらに関する知識・考え方・
技能の修得に重点を置いて、理科教育の視点からの解説と
実験を行い体験的に講義を行う予定である。

渡辺　尚（教育学部准教授）
中山　慎也（教育学部准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月8日 教諭 小学校教諭 7,500円 30人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509544号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】国際化・多文化化に対応
できる学校づくり

国際理解教育、国際交流、外国籍児童生徒の教育、開発教
育、ユネスコ・スクールと持続可能な開発のための開発目標
（SDGs）、グローバル人材の育成、国際バカロレアなど、国
際化・多文化化する時代にあって、学校現場が国際化の課
題にどう対応していったらよいのか考察する。

市瀬　智紀（教育キャリア研究機構教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 25人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509545号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】プログラミング教育

MITメディアラボのScratch, Googleブロックリー・ゲーム、み
んなのコードのプログルなど、プログラミング教育に使用で
きる教材を紹介します。Micro:bitによるロボットカーを中心に
プログラミングの実習を行います。中学校教諭も受講可能で
すが、内容は小学校教諭向けです。

鵜川　義弘（教員キャリア研究機構教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月9日 教諭

小学校教諭(中学
校教諭も受講可
能ですが、内容
は小学校教諭向

けです。)

6,000円 10人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509546号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】声楽基礎

主として中学校音楽科の歌唱共通教材を通して、演奏技術
の向上を図るとともに、歌唱指導上のポイントや、日本語を
歌う際に注意すべき点などについて、実技体験を交えつつ
考える。講習の最後に声楽の実技試験を実施する。

原田　博之（教育学部教授） 宮城県仙台市 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

音楽教諭
6,000円 12人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509547号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】指揮入門－振ってみま
しょう－

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

日比野　裕幸（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月16日 教諭
小学校教諭、中
学校・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6日

令02-
10011-
509548号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】国語と日本語－中国語・
漢文の読解を通じて－

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

小田　美和子（教員キャリア研究機構准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月17日 教諭 全教諭 6,000円 25人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509549号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ
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種
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宮城教育大学
【選択】発達と学びの連続性：幼
児教育・学校教育の視点から

子どもの発達や保育に関する教育学・心理学等における最
新の知見を学び、子どもの生活の変化を踏まえた保育・教
育について理解を深めていく。また、平成29年に改訂された
幼稚園教育要領・学習指導要領における幼小連携・接続の
視点についても解説する。幼児期から児童期への学びの展
開、道徳性の発達、教師の職能向上等について、実践事例
の検討や情報・意見交換等を交えて進めていく。

佐藤　哲也（教育学部教授）
越中　康治（教育学部准教授）
飯島　典子（教育学部准教授）

宮城県仙台市 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

幼稚園・認定こど
も園・小学校・特
別支援学校教
諭、養護教諭

18,000円 80人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509550号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】障害児理解と教育的支援
A講座 （発達障害・肢体不自由・
病弱中心）

本講習では、特殊教育から特別支援教育へ転換されたこと
の意味を再確認し、学習指導要領の改訂を踏まえつつ、主
に知的障害、肢体不自由、病弱領域を中心にした特別支援
学校の果たすべき役割・機能、児童・生徒のニーズに的確
に応えるための実態把握と教育的支援等、教育現場の今
日的課題解決に資する内容を講義する。

藤島　省太（教育学部教授）
三科　聡子（教育学部准教授）
佐藤　静（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻教授）
村上　由則（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）
関口　博久（教育学部特任教授）
植木田　潤（教育学部教授）
寺本　淳志（教育学部准教授）
野崎　義和（教員キャリア研究機構講師）

宮城県仙台市 18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
養護教

諭

特別支援教育に
関心のある教
諭、養護教諭

18,000円 100人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509551号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】障害児理解と教育的支援
B講座（視覚障害中心）

本講習では、特別支援教育への移行を踏まえ、視覚障害教
育の今日的課題にも触れながら視覚障害領域における教
育的支援について、特に教育の指導法と配慮の基本を押さ
えつつ発達、歩行、情報処理を中心に据えて視覚障害者の
心理・生理・病理の内容をも深める講義を行う。

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

宮城県仙台市 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

特別支援教育に
関心のある教
諭、養護教諭

18,000円 50人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509552号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】障害児理解と教育的支援
C講座（聴覚・言語障害中心）

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

藤島　省太（教育学部教授）
三科　聡子（教育学部准教授）
佐藤　静（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻教授）
植木田　潤（教育学部教授）
菅井　裕行（教育学部教授）
松﨑　丈（教育学部准教授）

宮城県仙台市 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

特別支援教育に
関心のある教
諭、養護教諭

18,000円 50人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509553号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】リフレッシュ数学（幾何分
野（A））

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

鎌田　博行（教育学部教授）
土橋　宏康（教育学部特任教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年9月5日 教諭
中学校・高等学
校・中等教育学

校数学教諭
6,000円 25人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509554号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】ダンス指導法

小学校低学年の表現遊びやリズム遊び、小学校中・高学年
の表現やリズムダンス、及び中・高等学校の創作ダンスや
現代的なリズムのダンスについて、発達段階に応じた指導
のポイントを確認する。体ほぐしの運動遊びから表現遊び
へ、リズムダンスから表現へ、現代的なリズムのダンスから
創作ダンスへといった授業の流れの中での展開の仕方を実
際に体験し、ディスカッションを交えながら受講者独自の指
導スタイルを模索し学びを深める。

佐藤　節子（教育学部教授） 宮城県仙台市 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
保健体育教諭

6,100円 20人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509555号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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宮城教育大学
【選択】リフレッシュ数学（代数分
野（A））

中学校・高等学校で学習する整数および多項式に関する演
算の基本性質を確認し、整数の素因数分解と多項式の因
数分解およびそれらの一意性を概観しながら、代数学にお
ける基本概念や原理、法則についての体系的な理解を深
め、中学校・高等学校での数学指導のための視野を広げ
る。

田谷　久雄（教育学部教授）
高瀬　幸一（教育学部教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年9月6日 教諭
中学校・高等学

校数学教諭
6,000円 25人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509556号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】家庭科の新しい知識（住
環境）

家庭科住居領域の中でも、健康、快適、かつ省エネルギー
に配慮した住まい方に関する教材について学習する。建物
の熱特性や換気特性を確認する実験、自然エネルギーによ
る涼房空間を制作・体験する実習、スマートハウスの仕組み
とその実効性を確認する実験などの作業を通して、それら
の基本原理や意義を理解する。

菅原　正則（教育学部教授） 宮城県仙台市 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

家庭科教諭
6,000円 25人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509557号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】リフレッシュ数学（解析分
野（B））

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

佐藤　得志（教育学部准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年9月12日 教諭
中学校・高等学

校数学教諭
6,000円 25人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509558号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】小学校算数科・中学校数
学科　学習者の立場からの教材
研究と授業づくり

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

市川　啓（教育学部准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年9月13日 教諭
小学校教諭、中
学校数学教諭

6,000円 25人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509559号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】情報モラル初心者講座－
スマホやSNSの指導を中心に－

現在社会問題にもなっているスマートフォンやSNSを扱うう
えで欠かせない情報モラルを、テクノロジーという流行を踏
まえつつ、今後に活きる不易について、自己チェックツール
を使用しながら望ましいルールの作り方や保護者との対
応、ゲームがやめられない仕掛けの理解等、基礎を中心に
分かりやすく説明します。

安藤　明伸（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年9月13日 教諭
小学校教諭、中
学校技術教諭

6,000円 20人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509560号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】地域の産業と生物多様性
に基づく理科教育・環境教育

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

出口　竜作（教育学部教授）
棟方　有宗（教育学部准教授）

宮城県気仙沼
市

6時間 令和2年9月26日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,500円 30人
令和2年4月18日～

令和2年5月6日

令02-
10011-
509561号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】ガムラン入門

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

小塩　さとみ（教育学部教授）
増野　亜子（東京芸術大学　非常勤講師）

宮城県仙台市 6時間 令和2年10月11日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽教諭
7,000円 25人

令和2年4月18日～
令和2年5月6日

令02-
10011-
509562号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】３１１被災地で学ぶ学校
防災　石巻･南三陸・気仙沼

東日本大震災の震災遺構・メモリアル施設における講義及
び講話を通じて、震災の経験、教訓を導き出し、そこから、
学校における震災伝承による防災教育の実践や、学校の
防災力向上についての理解を深めます。

小田　隆史（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻准教授）
千田　康典（特任准教授）

宮城県石巻
市・南三陸町・
気仙沼市

6時間 令和2年11月1日 教諭 全教諭 10,000円 40人
令和2年8月15日～
令和2年8月23日

令02-
10011-
509563号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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宮城教育大学
【選択】日本音楽入門（幼・小教
諭向け）

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

小塩　さとみ（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年11月1日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
7,000円 20人

令和2年8月15日～
令和2年8月23日

令02-
10011-
509564号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】小学校から中学校につな
ぐプログラミング学習

小学校から始まる導入的なプログラミング学習とモータや
LED・センサなどを組み合わせた発展的なプログラミング制
御学習について実習を通して学ぶ。コンピュータ外で作った
プログラムでコンピュータ内のキャラクタを動かす教材
（Osmo Coding Awbie）、コンピュータ内で作ったプログラム
で外部の機器を制御する教材（スタディーノ、、micro:bitな
ど）などを実習で扱う。小学校、中学校、高等学校と段階的
に進む学習内容の違いを意識した授業構成を提案する。

水谷　好成（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年11月1日 教諭

中学校技術およ
び小学校でのプ
ログラミング学習
に興味を持つ教
諭、プログラミン
グ学習に興味の
ある高等学校情

報教諭

6,000円 20人
令和2年8月15日～
令和2年8月23日

令02-
10011-
509565号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】３１１・台風１９号被災地で
学ぶ学校防災　山元･丸森

東日本大震災の震災遺構・メモリアル施設（山元町）と令和
元年台風１９号によって甚大な被害をこうむった丸森町にお
ける講義及び講話を通じて、地震・津波や大雨による洪水・
土砂災害から教訓を導き出し、学校における災害伝承によ
る防災教育の実践や、学校の防災力向上についての理解
を深めます。

小田　隆史（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻准教授）
千田　康典（特任准教授）

宮城県山元
町・丸森町

6時間 令和2年11月3日 教諭 全教諭 10,000円 40人
令和2年8月15日～
令和2年8月23日

令02-
10011-
509566号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】日本音楽入門（中・高教
諭向け）

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

小塩　さとみ（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年11月3日 教諭
中学校・高等学

校音楽教諭
7,000円 20人

令和2年8月15日～
令和2年8月23日

令02-
10011-
509567号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】学校教育と体験活動B

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

山中　和之（国立花山青少年自然の家　所長）
本田　伊克（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻准教授）

宮城県栗原市 6時間 令和3年1月23日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭
6,500円 30人

令和2年8月15日～
令和2年8月23日

令02-
10011-
509568号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

秋田大学 【選択】地域生活とスポーツ

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

伊藤　恵造（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年6月6日 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（保

健体育）、高校教
諭（保健体育）

6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
10012-
507613号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】小学校理科における効果
的な観察・実験

小学校理科教科書に記載されている観察・実験について検
討を行い，どのような点に留意すると児童はよりよく学習目
標を達成できるのか，さらにどんな工夫ができるのかについ
て，実際に観察・実験を行いながら学ぶ。また，その観察・
実験のバックグラウンドとなる理論についての理解を深め
る。

田口　瑞穂（教育文化学部講師） 秋田県秋田市 6時間 令和2年6月6日 教諭 小学校教諭 6,100円 20人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
10012-
507614号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】美術教育における題材体
験（平面）

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

長瀬　達也（大学院教育学研究科教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年6月6日 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（美
術）、高校教諭

（美術）

6,000円 12人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
10012-
507615号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学

【選択】食品科学の最前線（食の
安全確保、健康維持機能の活
用、世界の食糧需給構造につい
て）

【全体の概要】食品科学に関する基礎知識及び最近の食を
めぐる様々な問題について解説する。【食の安全と安心】放
射能汚染問題や学校給食におけるアレルギー等の食の安
全に係わる問題について解説する。【食とメタボリック症候
群】急増するメタボリック症候群の実態を紹介し、食の健康
維持機能について解説する。【食の近未来】世界の食糧需
給構造や、わが国の近未来における食の安全保障につい
て解説する。

秋山　美展（秋田県立大学　生物資源科学部応
用生物科学科教授）

秋田県秋田市 18時間
令和2年6月6日～
令和2年6月7日、
令和2年6月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭、
中学校教諭（理
科、家庭）、高校
教諭（理科、家

庭、農業、工業、
水産）、養護教
諭、栄養教諭

18,000円 20人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
10012-
507616号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】特別支援教育－知的障
害児の理解と教育の実際－

障害児の理解に向けて、知的障害児を中心に文化史や教
育史といった歴史的背景や発達のとらえ方から考えていく。
また、知的障害児教育には、指導法としての領域・教科を合
わせた指導など、指導内容及び指導方法に関する独自性
が存在する。そこで、知的障害児の学習上の特性に応じた
対応の基本を中心に、教育課程の在り方も含めて教育現場
の指導実践例も紹介しながら学んでいく。

谷村　佳則（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年6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5月11日～
令和2年5月15日

令02-
10012-
507617号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学

【選択】食品科学の最前線（食の
安全確保、健康維持機能の活
用、世界の食糧需給構造につい
て）

【全体の概要】食品科学に関する基礎知識及び最近の食を
めぐる様々な問題について解説する。【食の安全と安心】放
射能汚染問題や学校給食におけるアレルギー等の食の安
全に係わる問題について解説する。【食とメタボリック症候
群】急増するメタボリック症候群の実態を紹介し、食の健康
維持機能について解説する。【食の近未来】世界の食糧需
給構造や、わが国の近未来における食の安全保障につい
て解説する。

秋山　美展（秋田県立大学　生物資源科学部応
用生物科学科教授）

秋田県秋田市 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
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭、
中学校教諭（理
科、家庭）、高校
教諭（理科、家

庭、農業、工業、
水産）、養護教
諭、栄養教諭

18,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月22日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月２
２日)

令02-
10012-
507618号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】バイオイメージングの基
礎と応用（顕微鏡のいまとむかし
を知る）

バイオイメージングは、医学や生物学をはじめとする様々な
分野で利用されています。特に顕微鏡は10年前とは比べ物
にならないほど飛躍的な技術革新がみられ、毎年のように
ノーベル賞の受賞対象となっています。本講義では顕微鏡
の開発史（基礎）から最新の研究例（応用）までを解説しま
す。また、電子顕微鏡やレーザー共焦点顕微鏡などの高分
解能イメージング機器について、実際に触れていただきま
す。百聞は一見に如かずです。当日、テキストを配付しま
す。

尾崎　紀昭（秋田県立大学　生物資源科学部准
教授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年8月1日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（数学、
理科）、高校教諭
（数学、理科、農
業、工業、水産）

6,000円 8人

令和2年5月11日～
令和2年7月4日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月４
日)

令02-
10012-
507619号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】リスクで考える生活や学
校の環境

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

金澤　伸浩（秋田県立大学　システム科学技術
学部システム工学科准教授）

秋田県秋田市 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 24人

令和2年5月11日～
令和2年7月3日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月3日)

令02-
10012-
507620号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】レゴ　マインドストームEV3
を用いたロボットプログラミング入
門

レゴ社マインドストームEV3を用いてライントレースロボットの
作製を行い初歩的なロボットプログラミングを体験いただき
ます。各種センサーからの入力を処理し、アクチュエータへ
の出力によって機体の制御を行うことによって多様な動きを
実現でき、順次・分岐・反復といったプログラミングの基礎を
組み合わせることによって複雑な制御が可能なことを学びま
す。

小宮山　崇夫（秋田県立大学　システム科学技
術学部助教）
齋藤　敬（秋田県立大学　システム科学技術学
部准教授）
高山　正和（秋田県立大学　システム科学技術
学部准教授）
片岡　康浩（秋田県立大学　システム科学技術
学部助教）

秋田県由利本
荘市

6時間 令和2年9月19日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（数学・
理科・技術）、高
校教諭（数学・理
科・情報・工業）

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年8月22日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～８月２
２日)

令02-
10012-
507621号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】秋田の近代文学

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

高橋　秀晴（秋田県立大学　総合科学教育研究
センター教授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年7月27日 教諭
中学校教諭（国
語）、高校教諭

（国語）
7,100円 40人

令和2年5月11日～
令和2年6月29日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月２
９日)

令02-
10012-
507622号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】秋田県の自然エネルギー
と環境発電技術（熱電発電・太陽
光発電）

環境発電技術とは「光・熱（温度差）・振動・電波」等の身の
回りの環境中に存在するエネルギーを電力に変換する技術
である。従来はその得られる電力量の少なさからほとんど
利用されてこなかったが，近年のデバイスの高性能化に
よって実用化されつつある．本講習では，環境発電の概要，
環境発電技術の中の一つである熱電変換と太陽光発電に
ついて，そして秋田県の自然エネルギーの特徴とその環境
発電への応用の可能性について学ぶ。

長南　安紀（秋田県立大学　システム科学技術
学部助教）
山口　博之（秋田県立大学　システム科学技術
学部准教授）
布田　潔（秋田大学大学院理工学研究科非常
勤講師）

秋田県由利本
荘市

6時間 令和2年7月25日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科・
技術）、高校教諭

（理科・工業）

6,000円 25人

令和2年5月11日～
令和2年6月27日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月２
７日)

令02-
10012-
507623号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】木材の科学

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

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

秋田県能代市 18時間
令和2年7月27日～
令和2年7月29日

教諭

中学校教諭（数
学・理科・技術）、
高校教諭（数学・
理科・農業・工

業）

18,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年6月29日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月２
９日)

令02-
10012-
507624号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】確率統計-基礎と応用-

高等学校で習う数学をベースに、確率論と数理統計学の基
礎と応用について学びます。確率、確率変数、期待値等の
基本的な概念の理解、及び、統計量や、確率分布、相関、
回帰分析の概念、標本から全体を推測するための統計的
推定や統計的仮説検定などの考え方が主なテーマです。数
理統計にかかわる応用問題、数理モデルについても扱い、
数学的視点と応用・役立て方としての視点で解説します。簡
単な計算による演習も実施します。専門的な数学・統計学
の予備知識等は必要としません。

木村　寛（秋田県立大学　システム科学技術学
部教授）
星野　博満（秋田県立大学　システム科学技術
学部准教授）

秋田県由利本
荘市

6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校教諭（数
学）、高校教諭

（数学）
6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年7月27日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月２
７日)

令02-
10012-
507625号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

25 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】成長を引き出す教育相談
～解決志向・予防・開発のカウン
セリング技法

過去・現在に留まる原因追及型ではなく、教育相談に使える
未来志向・解決志向の問題解決の技法について学ぶ。また
問題解決だけでなく、予防・開発教育につながるカウンセリ
ング技法について、グループワーク・ロールプレイング等を
通じて体験的に学ぶ。

渡部　昌平（秋田県立大学　総合科学教育研究
センター准教授）

秋田県秋田市 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
6,000円 40人

令和2年5月11日～
令和2年7月9日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月９
日)

令02-
10012-
507626号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】作物の病害診断Ⅰ（顕微
鏡の利用を中心とした糸状菌病
の診断法）

作物の生産を阻害する病害虫を防除するためには、的確な
診断技術と発生生態に関する知識が必要である。本講習で
は、秋田県内で発生する主要病害について、診断技術と発
生生態に関する基礎的知識を実習形式で学ぶ。

藤　晋一（秋田県立大学　生物資源科学部教
授）
戸田　武（秋田県立大学　生物資源科学部助
教）

秋田県秋田市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校教諭（理
科）、高校教諭
（理科・農業）

6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年7月21日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月２
１日)

令02-
10012-
507627号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】作物の病害診断Ⅱ（電子
顕微鏡と生物工学を用いたウイ
ルス病診断）

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

藤　晋一（秋田県立大学　生物資源科学部教
授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年8月19日 教諭
高校教諭（理科・

農業）
6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年7月22日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月２
２日)

令02-
10012-
507628号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】データとコンピュータを
使った人間の行動と社会の分析

税率が働く時間に与える影響や、労働市場における失業の
変化の要因など、極めて実践的、現実的な社会経済の問題
について、簡単な数学的なモデルと、国際間や時系列の統
計データ、エクセルを使って、分析する方法を学び、それを
実践する。数学、データ、コンピュータをすべてバランスよく
使うことが特徴である。

俵　典和（国際教養大学　国際教養学部准教
授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年7月30日 教諭

中学校教諭(数
学・理科・技術・
家庭)、高校教諭
(数学・理科・家
庭・情報・農業・

工業・水産・商業)

6,000円 15人

令和2年5月11日～
令和2年7月2日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月２
日)

令02-
10012-
507629号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】Activate Your English!

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

内田　浩樹（国際教養大学　大学院グローバ
ル・コミュニケーション実践研究科教授）
町田　智久（国際教養大学　大学院グローバ
ル・コミュニケーション実践研究科准教授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年8月2日 教諭
中学校教諭（英
語），高校教諭

（英語）
6,000円 14人

令和2年5月11日～
令和2年7月5日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月５
日)

令02-
10012-
507630号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】理科教育における写真の
活用と撮影技術の向上

理科教材としての写真撮影や観察・実験の結果資料として
の写真撮影の機会は多いが，思うように撮れず教材として
使いにくかった経験はないだろうか。それを解決する技術等
を身に付け，現場で役立てることができるようになるのがこ
の講義・演習の目的である。ここでは，撮影理論と実践，相
互評価，活用方法の検討を行い，その技量を高めていく。

田口　瑞穂（教育文化学部講師） 秋田県秋田市 12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高校教諭
（理科）

12,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月9日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月9日)

令02-
10012-
507631号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】美術教育の彫刻（塑造）に
ついて題材・素材体験

美術教育における彫刻表現（塑造表現）の題材となるテーマ
の発想と、実際に彫刻作品を制作する素材を研究する。芯
材を用い、自然硬化する粘土で人体表現や動物、植物な
ど、授業に応用しやすい素材を学ぶ。立体表現に不可欠な
空間把握能力や触覚による量を把握する能力を向上させる
効果を考察する。何よりも”制作する喜び・楽しさ”を生徒に
伝えるすべを学ぶ。

皆川　嘉博（秋田公立美術大学　美術学部美術
学科准教授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年7月18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（美
術）、高校教諭
（美術）、養護教

諭

7,500円 10人

令和2年5月11日～
令和2年6月20日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月２
０日)

令02-
10012-
507632号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】幼児音楽指導法

①こどもの歌・童謡を歌う。
②楽譜の基礎知識・ソルフェージュを学ぶ。　
③実践しながらコードを使った伴奏法を学ぶ。
④幼児が親しみやすい楽器の種類と奏法を知り、演奏でき
るようになる。

佐藤　眞由子（聖霊女子短期大学　生活文化科
生活こども専攻講師）

秋田県秋田市 6時間 令和2年6月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
10012-
507633号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学 【選択】情報デザイン入門

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

石井　宏一（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 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、
中学校教諭、高

校教諭

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月11日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月11日)

令02-
10012-
507634号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】魏晋南北朝隋唐史研究に
おける近年の動向と成果

中国の魏晋南北朝隋唐時代史の研究における近年の動向
と成果について解説する。また重要な成果については関係
論文を講読し、先行研究との相違や根拠となる史料の解釈
等について解説する。その上で実証過程や結論の妥当性に
ついて検討、議論し、理解を深める。取り上げる事項は、高
等学校の世界史教科書の内容から重要度の高いものを選
ぶ。

内田　昌功（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校教諭（社
会）、高校教諭

（地歴）
6,000円 15人

令和2年5月11日～
令和2年7月11日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月11日)

令02-
10012-
507635号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】子どもの心の問題と心理
的支援

子どもの心の問題について理解を深めるために、基礎的な
考え方として、発達理論や臨床心理学からの視点を踏ま
え、心の問題の捉え方、対応の仕方を学びます。特に、幼
児期から児童期の子どもに現れやすい心の問題を取り上
げ、教員としてどのように対応したらいいか、演習を通して
学びます。

織田　栄子（聖霊女子短期大学　生活文化科教
授）

秋田県秋田市 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5月11日～
令和2年5月30日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～５月３
０日)

令02-
10012-
507636号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】幼児の理解と評価

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

畠山　君子（聖霊女子短期大学　講師） 秋田県秋田市 6時間 令和2年7月11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6月13日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月１
３日)

令02-
10012-
507637号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】ゾウリムシ、プラナリア等
の観察から動物の体のつくりを考
える

動物の体のつくりの全体像を把握することを目的とする。ゾ
ウリムシやプラナリアはヒトとは大きく異なる生物のように見
えるが，基本的には同じメカニズムで生きている。ゾウリム
シには１つの細胞しかなく，多細胞であるプラナリアでも心
臓がない。なぜ「１つの細胞で」，「心臓がなくて」生きていけ
るのかを考えることにより，ヒトの中で働く複雑な臓器本来
の姿が見えてくる。

河又　邦彦（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 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、中
学校教諭（理

科）、高校教諭
（理科）

12,000円 16人

令和2年5月11日～
令和2年7月11日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月11日)

令02-
10012-
507638号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】小学校英語教育

小学校英語活動の目的を理解し、中学校・高等学校との違
いを認識しながら，一貫性を知る。その内容と方法、指導技
術、評価などについて学ぶ。英語が得意ではない先生が英
語を教えることに対する不安・心配を話し合い、それをなくす
方法を探る。

John　Thurlow（聖霊女子短期大学　生活文化
科専任講師）

秋田県秋田市 12時間
令和2年8月3日～
令和2年8月5日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（英

語）、高校教諭
（英語）

12,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年7月6日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月６
日)

令02-
10012-
507639号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】幼児期の発達と教育の独
自性

幼児期の発達の特性を「遊び」と「学び」をキーワードとして
考える。そこから、幼児期の教育・保育の独自性とは何かと
いう課題を、主に幼児の主体的活動と保育の意図という側
面から、今日的課題を踏まえて考察する。なお、幼小連携の
観点から小学校も対象とする。

山名　裕子（教育文化学部教授）
奥山　順子（教育文化学部教授）

秋田県秋田市 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、小
学校教諭、特別
支援学校教諭

18,000円 120人

令和2年5月11日～
令和2年7月11日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月11日)

令02-
10012-
507640号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】特別支援教育－知的障
害児の理解と教育の実際－

障害児の理解に向けて、知的障害児を中心に文化史や教
育史といった歴史的背景や発達のとらえ方から考えていく。
また、知的障害児教育には、指導法としての領域・教科を合
わせた指導など、指導内容及び指導方法に関する独自性
が存在する。そこで、知的障害児の学習上の特性に応じた
対応の基本を中心に、教育課程の在り方も含めて教育現場
の指導実践例も紹介しながら学んでいく。

谷村　佳則（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 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 50人

令和2年5月11日～
令和2年7月13日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月13日)

令02-
10012-
507641号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】幼児と環境

講義・協議及び実技による講習とする。身近な環境に関わ
る生活や遊びの体験と幼児期の育ちとの関連について理解
するとともに、「思考力の芽生え」を中心に子どもの姿と保育
者の援助に関する講義や協議を通して実践的な理解を深め
る内容とする。また、身近な草花や簡単な日用雑貨を用い
た製作や遊びの体験を通して保育者としての資質向上に資
する内容とを組み合わせた講習とする。

永井　博敏（聖園学園短期大学　学生部長・教
授）

秋田県秋田市 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5月11日～
令和2年7月8日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月８
日)

令02-
10012-
507642号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】図形の合同と1次変換

平面上の図形の形を変えない移動は、平行移動・回転移
動・線対称移動の組み合わせであることが定理として確立し
ている。
平面上の図形の移動を表す方法に座標の1次変換とよばれ
る方法がある。講義では、座標の1次変換の理論を通じて平
面図形の平行移動・回転移動・線対称移動の関係を学ぶ。

山口　祥司（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月10日 教諭
中学校教諭（数
学）、高校教諭

（数学）
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月13日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月13日)

令02-
10012-
507643号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】保育内容の基礎と実践
(幼児理解)

「幼稚園教育要領」の趣旨を踏まえ、幼児の生活や遊びを
言葉の発達や人間関係の視点から捉え直す。また、映像資
料やグループディスカッションを通して幼児理解を深め、援
助や環境の在り方を考察し日常の実践力につなげる。

蛭田　一美（聖園学園短期大学　准教授）
猿田　興子（聖園学園短期大学　准教授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年8月5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7月8日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月８
日)

令02-
10012-
507644号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】保育内容の基礎と実践
(幼児理解)

「幼稚園教育要領」の趣旨を踏まえ、幼児の生活や遊びを
言葉の発達や人間関係の視点から捉え直す。また、映像資
料やグループディスカッションを通して幼児理解を深め、援
助や環境の在り方を考察し日常の実践力につなげる。

蛭田　一美（聖園学園短期大学　准教授）
猿田　興子（聖園学園短期大学　准教授）

秋田県秋田市 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11日～
令和2年7月9日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月９
日)

令02-
10012-
507645号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】生物分野の実験教材を体
得する

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

石井　照久（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 18時間
令和2年8月10日～
令和2年8月12日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科・
技術・家庭）、高
校教諭（理科・家
庭・情報・農業・

工業・水産）

18,000円 16人

令和2年5月11日～
令和2年7月13日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月13日)

令02-
10012-
507646号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】保育内容の基礎と実践
(幼児理解)

「幼稚園教育要領」の趣旨を踏まえ、幼児の生活や遊びを
言葉の発達や人間関係の視点から捉え直す。また、映像資
料やグループディスカッションを通して幼児理解を深め、援
助や環境の在り方を考察し日常の実践力につなげる。

蛭田　一美（聖園学園短期大学　准教授）
猿田　興子（聖園学園短期大学　准教授）

秋田県秋田市 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11日～
令和2年7月10日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月１
０日)

令02-
10012-
507647号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】高校数学からの微分方程
式

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

原田　潤一（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月11日 教諭 高校教諭（数学） 6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月14日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月14日)

令02-
10012-
507648号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】家庭科における授業づく
り

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

堀江　さおり（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 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，
中学校教諭（家
庭），高校教諭

（家庭）

6,000円 12人

令和2年5月11日～
令和2年7月14日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月14日)

令02-
10012-
507649号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】現代社会と家庭

幼稚園教諭を対象に保護者の置かれている現状を理解し、
その支援に役立てる内容としたい。そのために、最近の家
庭の現状を理解し、その対応を探りつつ、相談援助に役立
つ内容とする。現代の社会における様々な病理、児童虐
待、ＤＶなどにおける支援を取り上げ、困難にある保護者に
対する個人としての、また、園としての支援を探りたい。

藤原　法生（聖園学園短期大学　講師）
佐々木　久仁明（聖園学園短期大学　非常勤講
師）

秋田県秋田市 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11日～
令和2年7月10日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月１
０日)

令02-
10012-
507650号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】指揮法の応用と課題解決

指揮法の基本的な型を確認・練習したのち、ベートーヴェン
作曲『コリオラン』序曲をメインの教材として指揮実技の訓練
を行います。この過程で各自の課題の改善を図ります。受
講者は４台のピアノに分かれて片手でいいのでピアノ用に
編曲された同曲の演奏に参加して頂きます。ピアノはみんな
で弾くので上手でなくても大丈夫です。指揮棒は各自持参
可。安価なタイプの指揮棒は当日用意しておきます。試験は
『コリオラン』の指揮です。※ピアノの代わりに、管弦楽器を
持参して演奏に加わっても構いません。パート譜は用意しま
す。

石原　慎司（教育文化学部講師） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月13日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（音楽）、高校教

諭（音楽）

6,000円 16人

令和2年5月11日～
令和2年7月16日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月16日)

令02-
10012-
507651号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】地理学的な調べ方・考え
方・まとめ方を学ぶⅡ

地理学的な調べ方・考え方・まとめ方について、生活文化の
地理学、地域振興の地理学、地理情報システムの基礎、地
形図を見ながら「まち・むら」を歩いて地理写真を撮る野外観
察実習等を通じて学び、また、「地理」学習・授業上の工夫・
問題点を受講者間で討論・意見交換する。小中高教諭の授
業内容の充実に資する「世界を広くとらえて視野の狭さを廃
する」［地理学的なものの見方］等を紹介解説し、参加者全
員でその改善を討議する。

篠原　秀一（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 18時間
令和2年8月14日～
令和2年8月16日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（地歴・公民）

18,000円 12人

令和2年5月11日～
令和2年7月17日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月17日)

令02-
10012-
507652号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】基礎から応用まで、わか
りやすい最新バイオテクノロジー

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

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

秋田県秋田市 6時間 令和2年8月20日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（理科）、高校教
諭（理科・農業・

工業・水産）

6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年7月23日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月２
３日)

令02-
10012-
507653号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】科学技術の進歩とエネル
ギー－医療と産業での放射線利
用技術－

最新の科学技術とエネルギーが小中高の理科の学習内容
とされている。これらの例として、中高の教科書には、医療
や産業における放射線の利用が取り上げられている。本講
習では、放射線についてその基礎から応用について学び、
理解を深めることを目標とする。研修項目、１.放射線の物
理・化学的性質　２.身の回りの放射線　３.福島第１原子力
発電所事故からの放射能　４.放射線の人体への影響　５.工
業、農業での放射線の利用　６.医療における放射線の利用

岩田　吉弘（教育文化学部教授） 秋田県横手市 6時間 令和2年8月19日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科・
技術）、高校教諭

（理科・工業）

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月22日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月22日)

令02-
10012-
507654号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】遺伝子から学ぶ最先端生
物学

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

村口　元（秋田県立大学　生物資源科学部応用
生物科学科准教授）
村田　純（秋田県立大学　生物資源科学部応用
生物科学科教授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年8月17日 教諭
中学校教諭（理
科）、高校教諭

（理科）
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月20日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月２
０日)

令02-
10012-
507655号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】食・食育を生物学から考
える－自ら食材を解剖・観察する
－

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

石井　照久（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
栄養教

諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科・
技術・家庭）、高
校教諭（理科・家
庭・情報・農業・
工業・水産）、栄

養教諭

18,000円 16人

令和2年5月11日～
令和2年7月20日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月20日)

令02-
10012-
507656号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】科学技術の進歩とエネル
ギー－原子力エネルギーの利用
－

最新の科学技術とエネルギーが小中高の理科の学習内容
とされている。これらの例として、中高の教科書には、原子
力発電や放射性廃棄物などが取り上げられている。本講習
では、原子力エネルギーの利用についてその基礎から応用
について学び、理解を深めることを目標とする。研修項目、
１.臨界現象と原子力炉　２.原子力発電のしくみ　３.核燃料と
再処理　４.プルトニウム利用と高速増殖炉　５.放射性廃棄
物の処理処分　６.福島第１原子力発電所の廃炉

岩田　吉弘（教育文化学部教授） 秋田県横手市 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・
技術）、高校教諭

（理科・工業）

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月23日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月23日)

令02-
10012-
507657号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】養護教諭に求められる今
日的課題への対応

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

高田　由美（日本赤十字秋田看護大学　教授）
齋藤　和樹（日本赤十字秋田看護大学　准教
授）
南部　泰士（日本赤十字秋田看護大学　准教
授）
荻原　麻紀（日本赤十字秋田看護大学　講師）
鈴木　美里（日本赤十字秋田看護大学　講師）
渡部　泰弘（秋田県立医療療育センター　科長）

秋田県秋田市 12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

養護教
諭

養護教諭 12,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年7月9日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月９
日)

令02-
10012-
507658号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】実験で学ぶ生物の遺伝子
DNA－自らDNAを抽出する－

遺伝子DNAは、医療現場・個人の遺伝情報管理・食品の産
地や遺伝子組換のチェック・ゲノム編集食品・犯罪捜査と親
子鑑定・考古学等への利用、など日常生活・食生活および
食育で非常に身近な存在となっていて、その理解を深める
ことは全校種、全教科で必要かつ重要である。また簡易
DNA抽出法を伝授するので教育現場での実践が可能とな
る。（主な内容：簡易DNA抽出法の体得、精密な抽出と解析
技術の体験、日常生活での利用法の理解）

石井　照久（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 18時間
令和2年8月20日～
令和2年8月22日

教諭
栄養教

諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科・
技術・家庭）、高
校教諭（理科・家
庭・情報・農業・
工業・水産）、栄

養教諭

18,000円 16人

令和2年5月11日～
令和2年7月23日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月23日)

令02-
10012-
507659号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】発声法と歌唱法

実技として呼吸体操、基礎発声、音階練習等の発声法の基
礎を行う。そして歌詞と音楽の解釈を行いながら、歌唱技能
の向上と改善方法について受講者がグループ討論を行いな
がら検討していく。

爲我井　壽一（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月22日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高校教諭
（音楽）

6,000円 12人

令和2年5月11日～
令和2年7月25日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月25日)

令02-
10012-
507660号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】思春期の交友関係と学校
～友だち関係・恋愛からいじめま
で～

この講習では、具体的なデータをもとにして、①「思春期の
子どもたちにとって、友だちはどのような存在なのか？」②
「思春期の子どもたちにとって、恋愛はどのような意味を持
つのか？」③「彼らがいじめを止められないのはなぜか？」
という3つの疑問を解き明かすことによって、彼らが学校でど
んな日常を生きているのかを考察します。その現状を踏まえ
たうえで、実践的な解決策を模索していきます。

鈴木　翔（大学院理工学研究科講師） 秋田県秋田市 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 20人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
10012-
507661号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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対象職

種
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秋田大学 【選択】説明的文章の教材研究

主に小学校の説明的文章教材を対象として、話題・題材、
文種、意味構造などを分析し、指導計画の立案に生かせる
教材研究の方法の習得を目指します。意味構造について
は、文法論的文章論を参考に、連接・連鎖・統括の面から文
や段落の意味の重層性、展開の様相を分析し、その結果を
図式化する活動を行います。担当講師が用意する小学校教
材３つ程度、中学校教材１つ程度について、グループや全
体で受講者どうしが協議しながら取り組むことを予定してい
ます。

成田　雅樹（教育文化学部教授）
秋田県北秋田
市

6時間 令和2年8月22日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（国語）

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月25日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月25日)

令02-
10012-
507662号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】近世日本海海運の展開と
秋田

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

渡辺　英夫（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月22日 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（社
会）、高校教諭

（地歴）

6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年7月25日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月25日)

令02-
10012-
507663号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】現代社会における学校・
教育と不平等・格差

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

和泉　浩（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 12時間
令和2年8月22日～
令和2年8月23日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

12,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月25日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月25日)

令02-
10012-
507664号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】エネルギー環境技術　～
秋田県とのかかわりを中心に～

風力などの再生可能エネルギーの導入，バイオマスなど天
然資源の有効活用，微生物の異常発生に起因する環境問
題，電気自動車などの次世代自動車の普及など，近年，エ
ネルギーと環境に関する社会情勢は大きく変化しています。
本授業では，エネルギーおよび環境に関する社会的動向を
把握しつつ，秋田県との関連が深いエネルギーと環境技術
についての基礎知識を修得します。

熊谷　誠治（大学院理工学研究科教授）
カビール・　ムハムドゥル（大学院理工学研究科
准教授）
富岡　雅弘（大学院理工学研究科特任助教）

秋田県秋田市 6時間 令和2年8月19日 教諭
高校教諭（理科・
情報・農業・工

業・水産）
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月22日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月２
２日)

令02-
10012-
507665号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】中世・ルネサンスの音楽
にふれてみよう

ヨーロッパにおける中世・ルネサンス時代には, シンプルで
親しみやすい音楽作品が数多く残されています。講習では
当時の記譜にふれ, 特徴的な楽器を学び, 音楽を聴き, 歌い
（歌唱実践），旋律楽器や打楽器を奏で（器楽実践）, さらに
は身体活動（ダンス実践）を交えた実践活動を行います。ま
たダンス音楽を用いて, 音楽科と体育科を融合させたアンサ
ンブル活動へと展開可能な実践方法と指導上のポイントに
ついても取り上げます。

吉澤　恭子（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月24日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（音楽）

6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年7月27日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月27日)

令02-
10012-
507666号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】力学における保存則と対
称性

物体の運動についての有名な法則の一つとして運動量保
存則がある。他にもエネルギー保存則や角運動量保存則な
どが知られている。この講習ではこれらの保存則がどのよう
な時になぜ成り立つのかについて、物理的な対象が持つ対
称性の観点から考察し理解を深める。

小野田　勝（大学院理工学研究科教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月23日 教諭 高校教諭（理科） 6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月26日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月２
６日)

令02-
10012-
507667号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】小・中学校の作文評価法
研修

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

成田　雅樹（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月29日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（国語）

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年8月1日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～8月1日)

令02-
10012-
507668号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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令和２年度(第３回)認定
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対象職

種
主な受講対象者

秋田大学 【選択】人工知能と呼ばれるモノ

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

河上　肇（大学院理工学研究科教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年9月5日 教諭
中学校教諭（数
学）、高校教諭
（数学・情報）

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年8月8日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～８月８
日)

令02-
10012-
507669号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】実験で学ぶ水溶液の性質

水溶液の性質は小学校理科から高校化学基礎において、
粒子、エネルギー概念の獲得において重要である。本講習
では、下の実験を通じ、児童生徒に実感をもった指導ができ
る力量の獲得を目標とする。実験は２−３人の少人数グルー
プで実施し、実験結果に関する択一式の試験を項目ごとに
おこなう。１　溶解現象と熱の出入り、２　電解質溶液の性
質、３　電気分解と電池。

岩田　吉弘（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年9月5日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高校教諭
（理科）

6,000円 18人

令和2年5月11日～
令和2年8月8日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～8月8日)

令02-
10012-
507670号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】大人が支えるインターネッ
トセーフティを考える

ＰＣのみならず、スマートフォン、ゲーム機等、携帯型ネット
機器の普及により、子どもたちのインターネット利用はより身
近になる一方、「ネットいじめ」や犯罪等のトラブルに巻き込
まれる危険性が問題となっています。そこで、養護教諭や栄
養教諭を含む学校関係者が、子どもたちのインターネット利
用の問題を理解し、保護者や地域住民による子どもたちの
健全なインターネット利用環境づくりのあり方について考え
ます。

鈴木　翔（大学院理工学研究科講師）
櫻庭　直（秋田県教育庁　生涯学習課社会教育
主事）

秋田県秋田市 6時間 令和2年9月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 15人

令和2年5月11日～
令和2年8月8日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～８月８
日)

令02-
10012-
507671号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】素粒子物理学入門　-ヒッ
グス粒子から重力波まで-

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

三角　樹弘（理工学部講師） 秋田県秋田市 6時間 令和2年11月7日 教諭

中学校教諭（数
学・理科）、高校
教諭（数学・理

科）

6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年10月10日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～１０月
１０日)

令02-
10012-
507672号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】説明的文章の教材研究

主に小学校の説明的文章教材を対象として、話題・題材、
文種、意味構造などを分析し、指導計画の立案に生かせる
教材研究の方法の習得を目指します。意味構造について
は、文法論的文章論を参考に、連接・連鎖・統括の面から文
や段落の意味の重層性、展開の様相を分析し、その結果を
図式化する活動を行います。担当講師が用意する小学校教
材３つ程度、中学校教材１つ程度について、グループや全
体で受講者どうしが協議しながら取り組むことを予定してい
ます。

成田　雅樹（教育文化学部教授） 秋田県横手市 6時間 令和2年9月5日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（国語）

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年8月8日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～8月8日)

令02-
10012-
507673号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】幼児と環境

講義・協議及び実技による講習とする。身近な環境に関わ
る生活や遊びの体験と幼児期の育ちとの関連について理解
するとともに、「思考力の芽生え」を中心に子どもの姿と保育
者の援助に関する講義や協議を通して実践的な理解を深め
る内容とする。また、身近な草花や簡単な日用雑貨を用い
た製作や遊びの体験を通して保育者としての資質向上に資
する内容とを組み合わせた講習とする。

永井　博敏（聖園学園短期大学　学生部長・教
授）

秋田県秋田市 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5月11日～
令和2年7月9日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月９
日)

令02-
10012-
507674号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学 【選択】初等整数論とその応用

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

大内　将也（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年9月6日 教諭

小学校教諭，中
学校教諭（数

学），高校教諭
（数学）

6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年8月9日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～8月9日)

令02-
10012-
507675号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】幼児と環境

講義・協議及び実技による講習とする。身近な環境に関わ
る生活や遊びの体験と幼児期の育ちとの関連について理解
するとともに、「思考力の芽生え」を中心に子どもの姿と保育
者の援助に関する講義や協議を通して実践的な理解を深め
る内容とする。また、身近な草花や簡単な日用雑貨を用い
た製作や遊びの体験を通して保育者としての資質向上に資
する内容とを組み合わせた講習とする。

永井　博敏（聖園学園短期大学　学生部長・教
授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年7月10日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月１
０日)

令02-
10012-
507676号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】現代社会と家庭

幼稚園教諭を対象に保護者の置かれている現状を理解し、
その支援に役立てる内容としたい。そのために、最近の家
庭の現状を理解し、その対応を探りつつ、相談援助に役立
つ内容とする。現代の社会における様々な病理、児童虐
待、ＤＶなどにおける支援を取り上げ、困難にある保護者に
対する個人としての、また、園としての支援を探りたい。

藤原　法生（聖園学園短期大学　講師）
佐々木　久仁明（聖園学園短期大学　非常勤講
師）

秋田県秋田市 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11日～
令和2年7月9日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月９
日)

令02-
10012-
507677号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】説明的文章の教材研究

主に小学校の説明的文章教材を対象として、話題・題材、
文種、意味構造などを分析し、指導計画の立案に生かせる
教材研究の方法の習得を目指します。意味構造について
は、文法論的文章論を参考に、連接・連鎖・統括の面から文
や段落の意味の重層性、展開の様相を分析し、その結果を
図式化する活動を行います。担当講師が用意する小学校教
材３つ程度、中学校教材１つ程度について、グループや全
体で受講者どうしが協議しながら取り組むことを予定してい
ます。

成田　雅樹（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年9月6日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（国語）

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年8月9日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～8月9日)

令02-
10012-
507678号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】確率分布と統計的な推測

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

宇野　力（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年9月12日 教諭 高校教諭（数学） 6,000円 15人

令和2年5月11日～
令和2年8月15日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～8月15日)

令02-
10012-
507679号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】三角関数（値）がスッキリ
分かる指導方法を探る

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

根岸　均（非常勤講師・客員教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年7月4日 教諭
高校教諭（数学・
工業・理科（特に

物理））
6,000円 8人

令和2年5月11日～
令和2年6月6日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月６
日)

令02-
10012-
507680号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】算数・数学を貫く量概念の
形成（イメージする力を付けましょ
う）

　スマホやパソコンが必需品となり、世の中はまさにデジタ
ル全盛期です。その一方で子供たちの量感覚（アナログ）は
どうかといえば極めて「貧弱」と言わざるを得ません。量によ
る裏付けのない数値は子供にとって単なる記号と認識され
がちであり、いきおい彼らの知的好奇心・学習意欲の向上
に支障が出ます。子供たちの心理を踏まえ、量概念の形成
について小中高を貫く指導方法を深めます。

根岸　均（非常勤講師・客員教授） 秋田県大仙市 6時間 令和2年8月4日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（数学）、高校教

諭（数学）

6,000円 12人

令和2年5月11日～
令和2年7月9日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月９
日)

令02-
10012-
507681号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学 【選択】学校文化と教師

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

和泉　浩（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 12時間
令和2年9月12日～
令和2年9月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年8月15日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～8月15日)

令02-
10012-
507682号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】社会科教育と参加型学習

学習指導要領が改訂されて以降、社会科教育においても、
主体的で対話的な学びがますます重視されることになってき
た。このような中で参加型学習を行う際にはどのような点を
工夫して、児童生徒の学習の深さを保証すべきであろうか。
本講習では、社会科で取り組まれている参加型学習に注目
し、小中高等学校で用いられている教材を取り上げながら、
参加型学習の在り方を学ぶ。その上で参加型学習に必要な
「発問」を取り上げ、どのような学習課題が必要になってくる
のかを受講生と共に考える。

加納　隆徳（教育文化学部講師） 秋田県秋田市 6時間 令和2年9月13日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（地歴・公民）

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年8月16日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～8月16日)

令02-
10012-
507683号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】環境問題のとらえ方

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

和泉　浩（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年9月26日 教諭 全教諭 6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年8月29日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～8月29日)

令02-
10012-
507684号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】特別支援教育－知的障
害児の理解と教育の実際－

障害児の理解に向けて、知的障害児を中心に文化史や教
育史といった歴史的背景や発達のとらえ方から考えていく。
また、知的障害児教育には、指導法としての領域・教科を合
わせた指導など、指導内容及び指導方法に関する独自性
が存在する。そこで、知的障害児の学習上の特性に応じた
対応の基本を中心に、教育課程の在り方も含めて教育現場
の指導実践例も紹介しながら学んでいく。

谷村　佳則（教育文化学部准教授） 秋田県横手市 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 40人

令和2年5月11日～
令和2年8月29日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～8月29日)

令02-
10012-
507685号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】演劇訓練スキルによるコ
ミュニケーション能力の向上

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

越後谷　真悦（客員教授・男鹿なまはげ分校長）
栗城　宏（非常勤講師）

秋田県仙北市 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 30人

令和2年5月11日～
令和2年7月10日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月１
０日)

令02-
10012-
507686号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】近世城下町の構造－秋
田藩の城下町を事例にフィールド
ワーク－

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

渡辺　英夫（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年9月27日 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（社
会）、高校教諭

（地歴）

6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年8月30日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～8月30日)

令02-
10012-
507687号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学 【選択】危機管理と教職員の課題

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

佐藤　修司（大学院教育学研究科教授）
鎌田　信（大学院教育学研究科教授）

秋田県秋田市 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 15人

令和2年5月11日～
令和2年9月5日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～9月5日)

令02-
10012-
507688号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】総合的な学習の時間と地
域創生「食と文化」

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

濱田　純（客員教授・北秋田分校長）
秋田県北秋田
市

6時間 令和2年7月24日
教諭

栄養教
諭

全教諭、栄養教
諭

6,400円 30人

令和2年5月11日～
令和2年6月26日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月２
６日)

令02-
10012-
507689号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】学校づくりと教職員の課
題

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

佐藤　修司（大学院教育学研究科教授）
鎌田　信（大学院教育学研究科教授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年10月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 15人

令和2年5月11日～
令和2年9月12日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～9月12日)

令02-
10012-
507690号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】地域を体験できる日本史

秋田県内の遺跡を見学し、「地域の歴史」を素材に体験学
習用の教材作成を行う。小学校、特別支援学校、中学校
（社会）、高校（地歴・公民）、および総合学習に対応できるよ
う、メニューを提案する。また、「生きる力」を考える教材作成
のメニューを提案する。

渡部　育子（聖霊女子短期大学非常勤講師）
秋田県秋田
市、大仙市

18時間
令和2年7月28日、
令和2年7月31日、
令和2年8月2日

教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（社会）、高校教
諭（地歴・公民）

18,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年6月30日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月３
０日)

令02-
10012-
507691号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】部屋割り論法と存在性証
明

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

山村　明弘（大学院理工学研究科教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月19日 教諭
高校教諭（数学・

情報）
6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年7月22日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月２
２日)

令02-
10012-
507692号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】特別支援教育－発達障
害児の理解と支援－

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

鈴木　徹（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 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 50人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
10012-
507693号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】佐竹氏と東国の大名たち
‐近世大名の成立過程‐

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

渡辺　英夫（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年6月20日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（地歴）

6,000円 10人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
10012-
507694号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学 【選択】言語表現の可能性を探る

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

大橋　純一（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年6月27日 教諭
中学校教諭（国
語）、高校教諭

（国語）
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年5月30日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～５月３
０日)

令02-
10012-
507695号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】特別支援教育－発達障
害児の理解と支援－

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

鈴木　徹（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 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5月11日～
令和2年5月30日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～５月３
０日)

令02-
10012-
507696号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】美術教育における鑑賞学
習

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

長瀬　達也（大学院教育学研究科教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年7月4日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（美術）、高校教

諭（美術）

6,000円 12人

令和2年5月11日～
令和2年6月6日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月６
日)

令02-
10012-
507697号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】学校教育と憲法

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

棟久　敬（教育文化学部講師） 秋田県秋田市 6時間 令和2年7月5日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭(社会)、
高校教諭(地歴・

公民）

6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年6月7日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月７
日)

令02-
10012-
507698号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】「人生の樹」プロジェクトを
用いた特別活動の実践と検証

【人生の樹】プロジェクト：臨床心理学のナラティブアプローチ
を基に、特別活動の時間向けに開発したキャリア学習の教
材。その実践研究を行う。七月の講習は【人生の樹】に関す
る講義と運用説明、ならびにキャリア等に関する受講者の
取り組み状況についての発表。夏休み後に各所属校で【人
生の樹】を実践し、十一月の講習では全員がその実践報
告・課題点について発表し、お互いに討論し合う内容を試験
とする。

森　和彦（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 12時間
令和2年7月4日、
令和2年11月14日

教諭

小学校教諭(高学
年)、特別支援学
校教諭(中学部・
高等部)、中学校
教諭・高校教諭で
特別活動の時間
を担当できる教諭

12,000円 5人

令和2年5月11日～
令和2年6月6日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月６
日)

令02-
10012-
507699号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】近代文学の読解

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

山﨑　義光（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年7月11日 教諭
中学校教諭（国
語）、高校教諭

（国語）
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年6月13日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～6月１
3日)

令02-
10012-
507700号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】佐竹氏と東国の大名たち
‐近世大名の成立過程‐

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

渡辺　英夫（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年7月11日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（地歴）

6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年6月13日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次
募集：５月２６日～６月

13日)

令02-
10012-
507701号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】特別支援教育－発達障
害児の理解と支援－

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

鈴木　徹（教育文化学部准教授）
秋田県北秋田
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 40人

令和2年5月11日～
令和2年6月14日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次
募集：５月２６日～６月

14日)

令02-
10012-
507702号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】秋田の水を題材とした環
境教育

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

林　武司（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年7月18日 教諭 全教諭 6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年6月20日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月２
０日)

令02-
10012-
507703号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】保健体育科教育学概論
－体育の授業をつくる・ふりかえ
る－

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

松本　奈緒（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年7月18日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（保健

体育）、高校教諭
（保健体育）

6,000円 40人

令和2年5月11日～
令和2年6月20日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月２
0日)

令02-
10012-
507704号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】英語教材研究の視点

本講座では、英語授業の準備を行う際の教材研究の視点
について考察する。特に、次期学習指導要領で求められて
いる思考・判断・表現の力を身につけさせるために、何が求
められているのかについて、実際に読解のタスクを体験しな
がら考えていく予定である。

若有　保彦（教育文化学部准教授） 秋田県横手市 6時間 令和2年7月25日 教諭
中学校教諭（英
語）、高校教諭

（英語）
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年6月27日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月２
7日)

令02-
10012-
507705号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】小学校英語指導の基礎
知識

本講習では、小学校教員が英語または外国語活動を担当
する上で重要と思われる知識について学んでいきます。具
体的には、文字指導、読み聞かせ指導、また第二言語習得
の理論の基礎的な内容や外国語担当教員に求められる資
質等について扱う予定です。

若有　保彦（教育文化学部准教授） 秋田県横手市 6時間 令和2年7月26日 教諭

小学校で英語ま
たは外国語活動
を担当される教

諭

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年6月28日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月２
8日)

令02-
10012-
507706号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】ゆざわジオパークで学ぶ
大地のつくりと変化

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

田口　瑞穂（教育文化学部講師） 秋田県湯沢市 6時間 令和2年7月27日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科）

6,100円 15人

令和2年5月11日～
令和2年6月29日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次
募集：５月２６日～６月

29日)

令02-
10012-
507707号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】地域素材教材開発演習

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

外池　智（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 12時間
令和2年7月29日～
令和2年7月30日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（地歴・公民）

12,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月1日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月1
日)

令02-
10012-
507708号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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令和２年度(第３回)認定
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対象職

種
主な受講対象者

秋田大学 【選択】柔道の指導法

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

三戸　範之（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月1日 教諭

中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）、部活動で
柔道の指導にあ

たる教諭

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月4日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月４
日)

令02-
10012-
507709号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】英語教材研究の視点

本講座では、英語授業の準備を行う際の教材研究の視点
について考察する。特に、次期学習指導要領で求められて
いる思考・判断・表現の力を身につけさせるために、何が求
められているのかについて、実際に読解のタスクを体験しな
がら考えていく予定である。

若有　保彦（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校教諭（英
語）、高校教諭

（英語）
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月4日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月４
日)

令02-
10012-
507710号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】英語研究と英語教育

残念ながら現在でも、日本の中学校、高等学校の英語教科
書には現代英文法研究の成果が十分に組み込まれている
とは言い難い。この状況を踏まえ、本講習では受講の先生
方に、1) 現代英文法研究の成果をできる限り深く、的確に
理解し、2) 英語表現への感受性を高め、3) 生徒らによる英
語表現への分析力を向上させていただき、4) 将来の英語教
育において、これまで以上に英文法も含め、英語をできる限
り英語のみを使用して教えていただけるようになることを主
な目的とする。

星　宏人（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月4日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（英

語）、高校教諭
（英語）

6,000円 15人

令和2年5月11日～
令和2年7月7日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月７
日)

令02-
10012-
507711号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】火山と地震の実験教室

小学校6年生理科，中学校1年生理科の大地をテーマにした
分野，高校地学基礎の地震や火山の分野は，児童生徒に
実感させ理解させることがたいへん難しい分野です。この困
難を解決すべく開発されたわかりやすい実験教材を紹介し
ます。また，会場の由利本荘市は，地震や噴火による大地
の変化を見学するには最適の場所です。みなさん自身に考
えていただきながら楽しくご案内いたします。本講習を受講
して授業ですぐ使える知識・技能を持ち帰りましょう。なお，
この講習は，郷土教育や防災教育にも役に立ちます。小中
学校の理科以外の先生もふるってご参加ください。

林　信太郎（教育学研究科教授）
秋田県由利本
荘市

6時間 令和2年6月13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、養

護教諭

6,000円 20人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
10012-
507712号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】秋田県の地震・津波災害
と防災・減災教育

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

水田　敏彦（地方創生センター教授）
鎌滝　孝信（地方創生センター准教授）

秋田県大仙市 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 50人
令和2年5月11日～
令和2年5月15日

令02-
10012-
507713号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】教科書で考える小学校教
師の数学的活動

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

佐藤　学（教育文化学部教授）
田仲　誠祐（大学院教育学研究科教授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年6月27日 教諭 小学校教諭 6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年5月30日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次
募集：５月２６日～5月

30日)

令02-
10012-
507714号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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秋田大学
【選択】特別支援教育－発達障
害児の理解と支援－

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

鈴木　徹（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年10月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人

令和2年5月11日～
令和2年9月12日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～9月12日)

令02-
10012-
507715号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】世界を変えた化学の発明

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

清野　秀岳（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年10月10日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高校教諭
（理科・工業）

6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年9月12日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～9月12日)

令02-
10012-
507716号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】近世城下町の構造－秋
田藩の城下町を事例にフィールド
ワーク－

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

渡辺　英夫（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年10月10日 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（社
会）、高校教諭

（地歴）

6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年9月12日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～9月12日)

令02-
10012-
507717号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】子どもの食行動の特徴と
支援

本講習では、子どもを取り巻く環境の変化や子どもの心身
の健康と今日的課題について触れながら、子どもの食行動
の特徴とその支援について考察する。幼稚園教育要領等に
食育に関する事項が明記されて以降、園での食育が推進さ
れている。子どもの食行動の特徴をとらえて、食を切り口と
して、子どもの園生活における保育者の支援について理解
を深める。なお、食育に関して、園・学校、地域、家庭全体で
取り組むこととされており、就学前の子どもの食行動の特徴
をとらえることは、幼小連携の観点から重要であるため、受
講対象を幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭とす
る。

瀬尾　知子（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年7月4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11日～
令和2年6月6日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月６
日)

令02-
10012-
507718号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】美術教育における題材体
験（平面）

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

長瀬　達也（大学院教育学研究科教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年10月24日 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（美
術）、高校教諭

（美術）

6,000円 12人

令和2年5月11日～
令和2年9月26日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～9月26日)

令02-
10012-
507719号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】色彩デザイン・色彩構成
の基礎

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

石井　宏一（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年11月7日 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（美
術）、高校教諭

（美術）

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年10月10日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募
集：5月26日～10月10

日)

令02-
10012-
507720号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学 【選択】陸上競技の指導法

陸上競技の指導法について，実技実習を行う。各種の走
る，跳ぶ，投げるという実践を通じて，陸上競技の運動の仕
組みを理解し，技能や体力，運動意欲を向上させるうえで効
果的な指導法について学習する。陸上競技のトレーニング
方法，技術，さらに陸上運動の取り扱いなどについて学習を
深める。

松下　翔一（教育文化学部講師） 秋田県秋田市 6時間 令和2年11月7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（保

健体育）、高校教
諭（保健体育）、
養護教諭、部活
動で陸上競技の
指導にあたる教

諭

6,000円 50人

令和2年5月11日～
令和2年10月10日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募
集：5月26日～10月10

日)

令02-
10012-
507721号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】近世日本海海運の展開と
秋田

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

渡辺　英夫（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年11月7日 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（社
会）、高校教諭

（地歴）

6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年10月10日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募
集：5月26日～10月10

日)

令02-
10012-
507722号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】障がいと共生～心のバリ
アフリー教育の実践～

我が国は共生社会の形成に向け「障害者差別解消法」の制
定など、障がいの有無にかかわらず共に生きる社会の仕組
みづくりを進めており、学校においても心のバリアフリー教
育の推進が求められています。本講習では、障がいと共生
に関する講義に加え、障がいの疑似体験や障がい者スポー
ツ（ボッチャ）などの演習を通して、心のバリアフリー教育の
理論と具体的な内容・方法について考えていきます。

藤井　慶博（大学院教育学研究科教授） 秋田県秋田市 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 50人

令和2年5月11日～
令和2年6月6日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～６月６
日)

令02-
10012-
507723号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】学校づくりと教職員の課
題

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

佐藤　修司（大学院教育学研究科教授）
鎌田　信（大学院教育学研究科教授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年11月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 15人

令和2年5月11日～
令和2年10月31日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募
集：5月26日～10月31

日)

令02-
10012-
507724号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】秋田県の地震・津波災害
と防災・減災教育

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

水田　敏彦（地方創生センター教授）
鎌滝　孝信（地方創生センター准教授）

秋田県秋田市 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 60人

令和2年5月11日～
令和2年6月6日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次
募集：５月２６日～6月6

日)

令02-
10012-
507725号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】第二言語習得論の視点
から授業を再構築する

第二言語習得論の中の「教室での第二言語習得」に関わる
部分について理解し応用する能力を養う。前半は、普段の
授業を思い起こしながら、主に英語による講義とディスカッ
ションにより、必要な用語や知識について理解を進める。後
半は、自分の抱える課題について、大学の図書館で参考資
料を利用しながら、前半で学習した第二言語習得の知識を
活用して課題解決に取組む。筆記試験は、「教室での第二
言語習」に関わる知識と、その知識を実践に生かす省察を
問う。

佐々木　雅子（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 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）、高校教諭
（英語）

6,000円 12人

令和2年5月11日～
令和2年6月30日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次
募集：５月２６日～６月

30日)

令02-
10012-
507726号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】学校、家庭、地域の連携
協力の実践と分析

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

原　義彦（大学院教育学研究科教授）
佐々木　達也（秋田県教育庁　生涯学習課社会
教育主事）
古内　一樹（大学院教育学研究科特別教授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年11月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年11月1日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～11月1日)

令02-
10012-
507727号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】リスニングテストとリスニン
グ指導

本講習では、普段用いているリスニングテストを、理論と実
践を通して振り返る。用いたテストが何を測定しているの
か、本来どうあるべきなのかを、ワークショップ形式を中心
に、他の受講者とともに議論し、考える中で、翌日から使用
する身近なリスニングテストを改善することを目的とする。さ
らに、生徒に意図するリスニング力をつけさせるためにはど
のような活動が必要かも考える。

濱田　陽（高等教育グローバルセンター准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校教諭（英
語）、高校教諭

（英語）
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月7日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月７
日)

令02-
10012-
507728号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】教育のなかの新聞とメ
ディア・リテラシー

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

和泉　浩（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年12月5日 教諭 全教諭 6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年11月7日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～11月7日)

令02-
10012-
507729号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】危機管理と教職員の課題

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

佐藤　修司（大学院教育学研究科教授）
鎌田　信（大学院教育学研究科教授）

秋田県秋田市 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 15人

令和2年5月11日～
令和2年11月14日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募
集：5月26日～11月14

日)

令02-
10012-
507730号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】世界のダンスを踊ろう～
音楽科と体育科をつなぐ実践

小学校の活動で導入されるフォークダンス実践では、身体
の動きとステップ・パターンを覚え、音楽に合わせて踊れる
ようになることが、目標の一つとして挙げられます。本講習
ではダンス学習における音楽理解の大切さに着目しなが
ら、音楽科から体育科へと繋ぐ実践活動を体験していただき
ます。レパートリーは、シンプルで多様な動きをもつ欧米およ
び中近東のダンス（２拍子系の音楽）を中心に取り上げま
す。

吉澤　恭子（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年12月26日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（音楽・

保健体育）
6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年11月28日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募
集：5月26日～11月28

日)

令02-
10012-
507731号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】小学校英語指導の基礎
知識

本講習では、小学校教員が英語または外国語活動を担当
する上で重要と思われる知識について学んでいきます。具
体的には、文字指導、読み聞かせ指導、また第二言語習得
の理論の基礎的な内容や外国語担当教員に求められる資
質等について扱う予定です。

若有　保彦（教育文化学部准教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月2日 教諭

小学校で英語ま
たは外国語活動
を担当される教

諭

6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年7月5日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月５
日)

令02-
10012-
507732号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】実験で学ぶ生物の遺伝子
DNA－自らDNAを抽出する－

遺伝子DNAは、医療現場・個人の遺伝情報管理・食品の産
地や遺伝子組換のチェック・ゲノム編集食品・犯罪捜査と親
子鑑定・考古学等への利用、など日常生活・食生活および
食育で非常に身近な存在となっていて、その理解を深める
ことは全校種、全教科で必要かつ重要である。また簡易
DNA抽出法を伝授するので教育現場での実践が可能とな
る。（主な内容：簡易DNA抽出法の体得、精密な抽出と解析
技術の体験、日常生活での利用法の理解）

石井　照久（教育文化学部教授） 秋田県秋田市 18時間
令和2年12月26日～
令和2年12月28日

教諭
栄養教

諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科・
技術・家庭）、高
校教諭（理科・家
庭・情報・農業・
工業・水産）、栄

養教諭

18,000円 16人

令和2年5月11日～
令和2年11月28日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募
集：5月26日～11月28

日)

令02-
10012-
507733号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】障がいと共生～心のバリ
アフリー教育の実践～

我が国は共生社会の形成に向け「障害者差別解消法」の制
定など、障がいの有無にかかわらず共に生きる社会の仕組
みづくりを進めており、学校においても心のバリアフリー教
育の推進が求められています。本講習では、障がいと共生
に関する講義に加え、障がいの疑似体験や障がい者スポー
ツ（ボッチャ）などの演習を通して、心のバリアフリー教育の
理論と具体的な内容・方法について考えていきます。

藤井　慶博（大学院教育学研究科教授）
秋田県北秋田
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11日～
令和2年7月21日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月21日)

令02-
10012-
507734号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】美術教育における鑑賞学
習

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

長瀬　達也（大学院教育学研究科教授） 秋田県秋田市 6時間 令和2年8月22日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（美術）、高校教

諭（美術）

6,000円 12人

令和2年5月11日～
令和2年7月25日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～7月25日)

令02-
10012-
507735号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】障がいと共生～心のバリ
アフリー教育の実践～

我が国は共生社会の形成に向け「障害者差別解消法」の制
定など、障がいの有無にかかわらず共に生きる社会の仕組
みづくりを進めており、学校においても心のバリアフリー教
育の推進が求められています。本講習では、障がいと共生
に関する講義に加え、障がいの疑似体験や障がい者スポー
ツ（ボッチャ）などの演習を通して、心のバリアフリー教育の
理論と具体的な内容・方法について考えていきます。

藤井　慶博（大学院教育学研究科教授） 秋田県横手市 6時間 令和2年9月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人

令和2年5月11日～
令和2年8月8日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～8月8日)

令02-
10012-
507736号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】秋田県の地震・津波災害
と防災・減災教育

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

水田　敏彦（地方創生センター教授）
鎌滝　孝信（地方創生センター准教授）

秋田県大館市 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 40人

令和2年5月11日～
令和2年9月5日

(備考　1次募集：5月11
日～5月15日、2次募

集：5月26日～9月5日)

令02-
10012-
507737号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】美術教育の彫刻（塑造）に
ついて題材・素材体験

美術教育における彫刻表現（塑造表現）の題材となるテーマ
の発想と、実際に彫刻作品を制作する素材を研究する。芯
材を用い、自然硬化する粘土で人体表現や動物、植物な
ど、授業に応用しやすい素材を学ぶ。立体表現に不可欠な
空間把握能力や触覚による量を把握する能力を向上させる
効果を考察する。何よりも”制作する喜び・楽しさ”を生徒に
伝えるすべを学ぶ。

皆川　嘉博（秋田公立美術大学　美術学部美術
学科准教授）

秋田県秋田市 6時間 令和2年8月1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（美
術）、高校教諭
（美術）、養護教

諭

7,500円 10人

令和2年5月11日～
令和2年7月4日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月４
日)

令02-
10012-
507738号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】現代社会と家庭

幼稚園教諭を対象に保護者の置かれている現状を理解し、
その支援に役立てる内容としたい。そのために、最近の家
庭の現状を理解し、その対応を探りつつ、相談援助に役立
つ内容とする。現代の社会における様々な病理、児童虐
待、ＤＶなどにおける支援を取り上げ、困難にある保護者に
対する個人としての、また、園としての支援を探りたい。

藤原　法生（聖園学園短期大学　講師）
佐々木　久仁明（聖園学園短期大学　非常勤講
師）

秋田県秋田市 6時間 令和2年8月5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7月8日

(備考　１次募集：５月１
１日～５月１５日、２次

募集：５月２６日～７月８
日)

令02-
10012-
507739号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

山形大学 【選択】近現代詩教材の研究

教科書や他の教材等に用いられた作品も例にとりながら、
近現代詩の読解方法を講述する。戦後の学習指導要領の
変遷、高校国語科教育をめぐるここ数年の話題などにも触
れながら授業をすすめる。講習内容を踏まえた近現代詩に
関する授業プラン（アイデア、TIPS）を試験評価の対象とす
る。

森岡　卓司（人文社会科学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年7月30日 教諭
高等学校教諭

（国語）
6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509199号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】古典教材の研究

国語科教材として用いられる古文、漢文について、例となる
題材を用いながら、解釈とそれに関わる事項を講述する。受
講者によるグループワークおよび発表を行う時間もある。最
後に筆記試験によって成績認定を行う。

中澤　信幸（人文社会科学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年7月31日 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5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509200号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山形大学
【選択】日本史再考－仏教史を通
じて

日本史研究は日進月歩で大きな成果をあげています。本講
義では、仏教史に注目して、日本史の最新の成果を提示す
る予定です。仏教については、ほとんど学ぶ機会が少ない
はずですが、欧米史を学ぶためにキリスト教を知る必要が
あるように、仏教理解は日本史理解に必須のものです。

松尾　剛次（非常勤講師） 山形県山形市 6時間 令和2年8月3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5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509201号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】東アジアから見た世界史

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

新宮　学（人文社会科学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月4日 教諭
高等学校教諭

（地歴）、中学校
教諭（社会）

6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509202号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】犯罪への対応と少年司法

犯罪への対応として、刑法は刑罰を科すことを予定してい
る。どのような要件を満たせば犯罪は成立するのか、国家
が刑罰を科すことは何故に正当化されるのか、有罪か無罪
かを決める刑事裁判とはどのようなものか等について、刑
法の基本原則を踏まえつつ考察する。さらに、少年が犯罪
を犯した場合への対応や、少年犯罪の現状とあるべき対策
について、少年法の理念を念頭に置きながら考える。

西岡　正樹（人文社会科学部担当准教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月5日 教諭
高等学校教諭

（公民）
6,000円 15人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509203号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】変異と変化から考える現
代英語の姿ー言語使用における
文法の役割

明示的な文法指導が敬遠される昨今であるが、英語教員が
文法について体系的な一定の理解を持つことは、自信を
持って英語教育を行い、生徒の「なぜ」という疑問に答える
上でも、必要かつ有益である。本講習では、Apple社のCMで
有名になった'Think different'という一見逸脱的な表現を１つ
の中心的な素材とし、現代社会における英語の変異と変化
を視野に入れつつ、言語使用において文法が果たす役割に
ついて考察し、現代英語の姿について理解を深めることを
目的とする。

鈴木　亨（人文社会科学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月9日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（英

語）、高等学校教
諭（英語）

6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509204号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】地域と連携して取り組む
消費者教育

2022年4月から民法の成年年齢が18歳に引き下げられるこ
とにより、若年者が消費者契約トラブル等に巻き込まれる可
能性が高まることが予想され、学校教育現場では、若年消
費者教育の充実が求められています。本講習では、消費者
法についての基本的知識を理解するとともに、山形県内の
消費者教育等について紹介をし、それを踏まえた上で、金
融・金銭教育に焦点をあて、授業実践を想定した講習を行
ないます。山形県消費生活センター及び山形県金融広報委
員会と連携して実施します。

小笠原　奈菜（人文社会科学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月3日 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22日

令02-
10013-
509205号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】小学校国語科における漢
字指導と古典分野指導との実践
的手法

漢字を含めた文字指導全般と古典分野教材を用いたアク
ティブラーニング指導とに関する理論と実践を講習します。
幾つかのワークを行います。普段、ご使用なさっている漢字
字典もしくは漢和辞典を、必ずご持参ください。

三上　英司（地域教育文化学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年7月26日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509206号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】古典（古文）教材再読

中学校・高等学校の古典教材の中で、特によく用いられる
和歌、枕草子、平家物語、奥の細道を中心にもう一度丁寧
に読み解き、内容を再確認する。さらに、歌謡や中世のなぞ
なぞ、また季語などについても触れる予定である。

藤田　洋治（地域教育文化学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月2日 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5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509207号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】新学習指導要領・国語科
の改訂のポイント

平成29年に告示された小学校学習指導要領，中学校学習
指導要領の国語科の改善のポイントについて学習する。そ
の上で，これからの学習指導をどのように改善すべきかを
考える。また，全国学力・学習状況調査の調査問題などに
ついての考察を通して，授業改善の方向性や学習評価の在
り方を探る。

三浦　登志一（教育実践研究科担当教授） 山形県山形市 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 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509208号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/
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対象職

種
主な受講対象者

山形大学
【選択】社会科（地理）の学習指
導と防災教育

わが国では，阪神・淡路大震災後防災教育の必要性が広く
認められ，東日本大震災でその成果と課題が浮き彫りにさ
れた。本講習では，防災教育について考えるとともに，2つ
の大震災の経験をふまえて変わりつつある社会科教育（とく
に地理教育）についても考える。

村山　良之（大学院教育実践研究科担当教授） 山形県山形市 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 20人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509209号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】絵画･文献史料を楽しく使
う日本の歴史

絵画史料（絵巻）や文献史料（古文書）を用い、わかりやすく
楽しい日本史のお話をします。今回の予定は、絵巻から生
活（火災・山・動物・トイレなど）を知る、中世の合戦を学ぶ、
戦国時代の手紙（古文書）を作ろう、いろいろ読んでみよう、
などです。

大喜　直彦（地域教育文化学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月3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5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509210号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】「深い学び」をつくるワーク
ショップ型社会科

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

江間　史明（大学院教育実践研究科担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月6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 40人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509211号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】算数の教材開発

小学校算数の授業づくりを念頭に理論と実践を往還しなが
ら，算数の具体的な教材開発を講義のみならず演習を通し
て学びます。新学習指導要領の実施等を視野に入れ，とり
わけ数学的活動に係わって体験的に学びます（一部に中学
校数学科の内容を含みます）。

大澤　弘典（大学院教育実践研究科担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年7月28日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭（数学）

6,000円 20人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509212号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】統計学の基礎

「統計的な推測」を中心に、主に高等学校で扱われる統計
学の基礎について講義する。まず、標本抽出とデータの記
述、標本平均とその分布、推定などを簡単におさらいする。
さらに、仮説検定の考え方について解説する。また、簡単な
エクセル演習もおこなう予定である。推測統計の基礎を復習
したい・仮説検定の考え方を学びたい高等学校教員、高等
学校で学ぶ統計学のイメージを持ちたい中学校教員を対象
とする。

坂口　隆之（地域教育文化学部担当准教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校教諭（数

学）、高等学校教
諭（数学）

6,000円 25人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509213号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】現代数学詳論

現代数学の紹介を目的として講義します。理論から応用ま
で複数のトピックスを選んでお話しする予定です。内容は決
して易しくないと思いますが理解する上でポイントとなる見方
や考え方に焦点をあてて説明したいと考えています。そのま
ま使えるテクニックやノウハウに関する話は基本的に行いま
せん。受験のためだけに留まらない数学の楽しさや難しさあ
るいは有用性を今一度体験する場として受講してほしいと
思います。

皆川　宏之（地域教育文化学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校教諭（数

学）、高等学校教
諭（数学）

6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509214号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】身近な地学教材の実験実
習（地学）

小学校理科，中学校理科における指導内容のうち、地学分
野に関する知識・考え方・技能の修得に重点を置いて、実験
を交えて体験的に講義を行う。具体的には、地質・岩石，鉱
物からテーマから，河原の礫の観察と岩石標本作成と地質
図の利用の仕方，火山灰の観察を取りあげる。

大友　幸子（地域教育文化学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年7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5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509215号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

44 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山形大学
【選択】生物の実験教材と量子力
学の基礎（生物・物理）

加藤担当の３時間は、光学顕微鏡の操作と観察、レーベン
フック顕微鏡の製作と観察、簡易型ツルグレン装置（土壌中
から微細な動物を採取する装置）の紹介、および気孔の蒸
散量の測定方法の紹介などを行う。野々山担当の３時間
は、物理学の中で、特に現代物理学である量子力学の基本
事項について、シュレディンガー方程式の構造を中心に解
説する。簡単なプログラミング演習も行い、物理学における
計算機科学の重要性を理解する。

加藤　良一（地域教育文化学部担当教授）
野々山　信二（地域教育文化学部担当教授）

山形県山形市 6時間 令和2年7月28日 教諭
中学校教諭（理

科）、高等学校教
諭（理科）

6,000円 12人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509216号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】プログラミング教育の基
礎(物理学)

本講習では、小学校プログラミング教育や現代社会と情報
技術の関わりを踏まえ、プログラミングに関する基本的な知
識と技能を習得します。また、パソコンなどのプログラミング
教材を使用しながらプログラムの基本構造や理科実験に不
可欠な各種センサー利用などについて学習します。

津留　俊英（地域教育文化学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年7月29日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭(理科)

6,000円 20人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509217号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】小・中学校理科の課題と
学習指導の在り方  －科学的探
求を中心に－

理科教育の研究動向をもとに、小学校理科（一部中学校理
科も含む）の現状と課題について解説する。そして、平成29
年改訂小学校学習指導要領（理科）（一部中学校学習指導
要領についても触れる）の基本的な考え方を踏まえ、科学
的探究能力の育成をめざした小学校理科の学習指導の在
り方について考察する。なお事例としては、小学校理科の内
容を取り扱うものとする。また、理科が専門（または得意）で
ない小学校教員の学び直しとしても活用してもらいたい。

今村　哲史（大学院教育実践研究科担当教授） 山形県山形市 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）

6,000円 24人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509218号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】英語科授業の振り返り：
理論との往還を目指して

　本講習は、英語での指導力の向上を直接的に指南するも
のではないので注意されたい。むしろ「指導」そのものの意
味が問い直されているほど、現代における「学び」そして目
の前の「生徒」は多様化が進んでいる。その中で英語教師
は、どのようなスタンスで授業に向き合えばよいのかについ
て、共に語り合いながら悩んでいきたい。理論（特に第二言
語習得理論）は、あくまでもその際の道具として活用するに
過ぎない。

石﨑　貴士（大学院教育実践研究科担当准教
授）

山形県山形市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校・高等学
校の英語科教諭

6,000円 20人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509219号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】英語教育のための異文化
理解

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

金子　淳（地域教育文化学部担当准教授） 山形県山形市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校教諭　中
学校・高等学校

教諭（英語）
6,000円 50人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509220号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】英語教育と英語文学

英語教育を行うにあたって、英語文学の知見がどのように
活用できるかについて考える。英語を身に付けるにあたっ
て、言語の背景となる文化的状況や、多読の素材としての
英語文学について理解を深める。そして、実際の授業にど
のように活用していくかを、実践的に考える。中学校・高等
学校における科目としての「英語」を対象とするため、主な
受講対象者は中学校教諭・高等学校とするが、小学校教諭
も受講可能。

金子　淳（地域教育文化学部担当准教授）
三枝　和彦（地域教育文化学部担当講師）

山形県山形市 6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校教諭　中
学校教諭（英

語）・高等学校教
諭（英語）

6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509221号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】音楽科の学習指導（指揮
法） ―指揮法の基本と実践―

音楽科指導の基盤となる「指揮法」の技能及び教材分析の
能力を高め，中学校・高等学校音楽科の指導力を総合的に
向上させることを目指す。
※終了時の実技試験（指揮）は，この講習に参加する受講
者全員の前で行う。

渡辺　修身（地域教育文化学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校教諭（音
楽）・高等学校教

諭（音楽）
6,000円 18人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509222号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山形大学
【選択】小学校音楽科の指導―<
音遊び>と<音楽づくり>―

小学校音楽科の授業改善のための〈音遊び〉の可能性を探
り，それを〈音楽づくり〉へと発展させる手法を学ぶ。受講者
自らが子ども役になって体験し，児童が楽しみながら音楽の
諸能力を高めることができる教材開発や指導法について探
究する。

佐川　馨（地域教育文化学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月7日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教諭
※音楽免許所有

者を除く

6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509223号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】音楽科の学習指導 I ー教
材を用いた合唱編曲の実践ー

音楽科指導の基盤となる「作・編曲法」の技術及び教材分析
の能力を高め、中学校・高等学校音楽科の指導力を総合的
に向上させることを目指す。具体的には、いくつかの合唱作
品を例に和声的、対位法的工夫の可能性をさぐり、実際に
《夏の思い出》を合唱に編曲する。講習の最後に受講生全
員の編曲作品を演奏する予定（合唱は学生、ピアノ伴奏は
受講者）。

名倉　明子（地域教育文化学部担当准教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月11日 教諭
中学校教諭（音
楽）高等学校教

諭（音楽）
6,000円 18人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509224号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】本当の図画工作の授業と
は？－苦手をつくらない教育－

小学校図画工作科教育のあり方について実践的に講習し
ます。特に図工・美術について苦手意識を抱いていたり授
業について悩みのある先生方に是非とも参加していただき
たいと考えます。単なる講義形式ではなく簡単な題材に取り
組み、実際の図工の授業ビデオをも活用しながら授業場面
を想定して題材の提案の仕方や児童への指導のあり方・評
価など実践的な教員研修のための講習を目指します。対象
は、小学校の学級担任です。

降籏　孝（地域教育文化学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 36人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509225号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】図画工作科・美術科にお
ける彫刻の指導－立体から彫刻
へ－

彫刻という立体芸術がどのように日本に導入されてきたの
か。江戸時代以前の立体作品と明治時代以降の西洋彫刻
の影響を受けた日本の彫刻の歴史を概観するとともに、そ
の造形的特質や造形要素、制作道具などについて講義と実
技を通して理解する。さらに今後の授業の中で彫刻の課題
の指導にどのように活かしていくかを考察する。

土井　敬真（地域教育文化学部担当准教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月6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 24人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509226号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】学習指導要領の改訂と小
学校体育の授業づくり

①改訂された学習指導要領（体育科）の内容を吟味しなが
ら，効果的な学習指導の在り方について理解を深める。
②「体つくり運動」をはじめ、運動の楽しさ・喜びに触れる指
導が求められる「ゲーム・ボール運動」等の実技指導力の向
上を図る。

小松　恒誠（東京学芸大学　非常勤講師）
渡邉　信晃（地域教育文化学部担当准教授）
佐々木　究（地域教育文化学部担当准教授）

山形県山形市 6時間 令和2年12月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年10月1日～
令和2年10月15日

令02-
10013-
509227号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】学習指導要領の改訂と保
健体育の授業づくり

①改訂された学習指導要領等を手掛かりに、学校教育にお
ける教科「保健体育」の位置づけ等について解説する。
②バイオメカニクスやスポーツ心理学等のスポーツ科学に
基づく指導の在り方を考察する。
③「体つくり運動」や「球技」に関する実技指導力の向上を図
る。

小松　恒誠（東京学芸大学　非常勤講師）
竹田　隆一（地域教育文化学部担当教授）
笹瀬　雅史（地域教育文化学部担当教授）
渡邉　信晃（地域教育文化学部担当准教授）
佐々木　究（地域教育文化学部担当准教授）
井上　功一郎（地域教育文化学部担当講師）
池田　英治（地域教育文化学部担当講師）

山形県山形市 12時間
令和2年8月11日～
令和2年8月12日

教諭
中学校教諭(保健
体育)・高等学校
教諭(保健体育)

12,000円 20人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509228号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】学校における食領域の指
導（味覚・調理科学）

午前の部では、人間の様々な感覚を用いて味わう体験の教
育的意義を理解し、演習を通して味覚体験の指導方法を具
体的に学びます。午後の部では、食品のおいしさについて
（味覚やその他の要因）、官能検査の種類や実際のやり方
などを含めて学びます。その後、だしの違いによる嗜好性に
ついて簡単な官能検査を用いて評価します。午前・午後い
ずれも、最後に講義・実験・演習を踏まえて、講習内容に関
する筆記試験を行う予定です。

大森　桂（学術研究院（地域教育文化学部主担
当）教授）
楠本　健二（学術研究院（地域教育文化学部主
担当） 准教授）

山形県山形市 6時間 令和2年7月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭・養護
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 20人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509229号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/
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山形大学
【選択】小学校家庭科で取り組む
探究型学習（食生活・家族・家庭
生活）

探求型学習の実践例を示しながら，小学校家庭科の食生活
と家族・家庭生活に関する指導内容の理解を深めることを
目的とする。食生活に関する内容では，演習等を通し，今後
児童に身につけて欲しいフードリテラシーの中身を討議す
る。家族・家庭生活に関する内容では，児童が自らの生活を
主体的に営もうとする態度を育成する学習について学ぶ。

大森　桂（学術研究院教授）
石垣　和恵（学術研究院准教授）

山形県山形市 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5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509230号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】中・高家庭科で取り組む
探究型学習（食生活・家族・家庭
生活）

探求型学習の実践例を示しながら，中学校家庭科の食生活
と家族・家庭生活に関する指導内容の理解を深めることを
目的とする。食生活に関する内容では，演習等を通し，今後
生徒が身につけるべきフードリテラシーの中身について討
議する。家族・家庭生活に関する内容では，家族をめぐる現
状と課題と被災時を例にして多様な人々との共生について
学ぶ。

大森　桂（学術研究院教授）
石垣　和恵（学術研究院准教授）

山形県山形市 6時間 令和2年7月26日 教諭
中学校教諭（家
庭）・高等学校教

諭（家庭）
6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509231号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】スポーツをする児童生徒
の食事と食物アレルギー栄養指
導の実際

午前中はスポーツ少年団や運動部等に所属して定期的にト
レーニングをしている児童生徒の食事について実習し、午
後にはアレルゲンを題材にした栄養指導の実際を1～2症例
見学してもらった後、グループに分かれて、課題のアレルゲ
ンの指導を実際に行ってもらいます。ここでは、身体活動量
の高い児童生徒に必要な食事量やその内容および、児童
からの聞き取り内容の要点、すなわち、医師が必要とする見
地を覚えてもらい、それに対する適切なアドバイスを行える
ようになることを学びます。

矢口　友理（学術研究院（地域教育文化学部担
当）助教）
三原　法子（学術研究院（地域教育文化学部担
当）講師）

山形県山形市 6時間 令和2年8月3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 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509232号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】基礎から学ぶ布を用いた
製作実習

小学校家庭科における布を用いた製作実習指導のために、
布の成り立ちや性能を科学的に理解すること並びに製作実
習に必要な基礎的技能の習得を目的とする。講習では手縫
いの基礎やミシン操作の習得、不織布による段階標本作
成、布を用いた小作品の製作を行う。

石垣　和恵（学術研究院准教授） 山形県山形市 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5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509233号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】中・高家庭科で取り組む
探究型学習（衣生活・住生活）

探求型学習の授業実践事例を示しながら，中学校・高等学
校家庭科の衣生活と住生活に関する指導内容の理解を深
めることを目的とする。衣生活に関する内容では，被服材料
の性能実験等を通して衣生活を主体的に営む力を育む指
導について学ぶ。住生活に関する内容では，専門誌を用い
てトピックスを共有できる学習法を習得するとともに３次元表
現を通した住環境の探求方法について学ぶ。

佐藤　慎也（学術研究院教授）
石垣　和恵（学術研究院准教授）

山形県山形市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校教諭（家
庭）・高等学校教

諭（家庭）
6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509234号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】チーム学校 ー養護教諭
の専門性と学校における存在を
考えるー

養護教諭は常に社会の進展に目を注ぎ、児童生徒の健康
問題の変質に即応して自らの果たすべき役割を見定めてい
く必要がある。今後さらに、「チームとしての学校」の力を向
上させていくために、養護教諭は現代的な児童生徒の健康
課題を他と連携しながら支援するためコーディネーターの役
割を果たすことが期待される。このような情勢のなか、養護
教諭専門性をあらためて確認しその在り方を検討する。

畔柳　まゆみ（学術研究院（養護教諭別科担
当） 准教授）

山形県山形市 6時間 令和2年8月11日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509235号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】健康な生活を送るために
必要な力について考える

生涯にわたって健康な生活を送るために必要な力とそれら
を育成する上で養護教諭が果たすべき役割について考えま
す。特に、子どもたちを「みる」存在としての養護教諭のあり
方や子どもの視座から食について考えることで、養護活動
がいかに自尊感情や他者と関わる力を育んでいけるのかと
いうことを受講生のみなさんと共に検討します。

新井　猛浩（学術研究院（地域教育文化学部担
当）教授）

山形県山形市 6時間 令和2年8月4日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509236号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/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

山形大学
【選択】政策分析の視点からみる
カリキュラム・マネジメントの課題

我が国においてカリキュラム・マネジメントの確立が必要とさ
れるようになった経緯やその理念、期待される効果を知り、
広く学校で実施されるカリキュラム・マネジメントの意義や課
題について理解を深める。また、カリキュラム・マネジメントを
実施することの効果をどのように把握し、学校教育の改善に
つなげてゆくことが望ましいのか、政策分析の視点に立ち、
考察を試みる。学校全体での取り組みが望ましく、養護教
諭・栄養教諭の受講も勧めます。

三浦　智子（学術研究院（教育実践研究科担
当） 准教授）

山形県山形市 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 20人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509237号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】児童期・思春期における
心の健康の理解と対応

児童期・思春期における代表的なメンタルヘルスの問題を
取りあげ，その現状に加え，どのような仕組みで生じ，維持
されるのか，それらに対する専門的な心理支援はどのよう
なものがあるか等を概説した上で，日頃の学校生活の中で
児童・生徒のメンタルヘルスの問題にいかに気づき，対処
し，必要に応じて専門的支援につなげるかの基礎を学ぶ。
講義に加え，体験的理解を深めるためにワークも実施す
る。学校全体での取り組みが望ましく、養護教諭・栄養教諭
の受講も勧めます。

河合　輝久（学術研究院（地域教育文化学部担
当）講師）

山形県山形市 6時間 令和2年8月7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 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509238号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】総合的な学習（探究）の時
間　　理論と実践

新学習指導要領に示された内容を基に、総合的な学習の時
間（高校は「総合的な探究の時間」）に関する理論（単元計
画・授業づくり・評価等）についての考察、および実践（全国
の具体的な実践の紹介及びワークショップによる単元計画
作成）に関する検討を行う。2学期以降の実践を改善するこ
とにつなげていくことをねらう。

野口　徹（学術研究院（地域教育文化学部担
当）教授）

山形県山形市 6時間 令和2年8月9日 教諭 全教諭 6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509239号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】生活科　理論と実践

新学習指導要領に示された内容を基に、生活科に関する理
論（目標や内容、授業づくり・評価等）についての考察、およ
び実践（全国の具体的な実践の紹介）に関する検討を行う。
また、生活科の単元開発の演習を行うことで翌年以降の実
践を改善することをねらう。また，低学年では生活科を中心
とする教育課程を編成することで，幼稚園と小学校との段階
間で資質・能力の接続を図るという観点からも幼稚園教諭も
対象とする。

野口　徹（学術研究院（地域教育文化学部担
当）教授）

山形県山形市 6時間 令和2年12月25日 教諭
幼稚園教諭，小
学校教諭，特別
支援学校教諭

6,000円 20人
令和2年10月1日～
令和2年10月15日

令02-
10013-
509240号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】Q-Uアンケートを活用した
学級づくり（初級）（小学校）

Q-Uアンケート結果の読み取りと活用に関する基本的な理
解とともに、Q-Uアンケート結果等に見る小学校教育の課題
等に触れ、今後の教育のあり方を支援する方向性について
も言及する。前者については、特定の学級事例における読
み取りと活用に関する演習を含む。後者については、満足
型学級を創り出すための具体的なかかわりなどを、事例を
交えて情報提供する。チーム援助での対応が多い昨今、養
教・栄教にも理解を求める。

松﨑　学（学術研究院（大学院教職実践研究科
担当）教授）

山形県山形市 6時間 令和2年7月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校関係教員 6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509241号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】Q-Uアンケートを活用した
学級づくり（初級）（中･高）

Q-Uアンケート結果の読み取りと活用に関する基本的な理
解とともに、Q-Uアンケート結果等に見る中学校・高校教育
の課題等に触れ、今後の教育のあり方を支援する方向性に
ついても言及する。前者については、特定の学級事例にお
ける読み取りと活用に関する演習を含む。後者については、
満足型学級を創り出すための具体的なかかわりなどを、事
例を交えて情報提供する。なお、養護教諭・栄養教諭以外
は、学級担任であることが望ましい。チーム援助での対応が
多い昨今、養教・栄教にも理解を求める。

松﨑　学（学術研究院（大学院教職実践研究科
担当）教授）

山形県山形市 6時間 令和2年7月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校･高等学校
関係教員

6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509242号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/
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種
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山形大学
【選択】教授学習活動における教
授者と学習者のあり方に関する
検討

過去に実施された授業の授業記録をとったり，ディスカッショ
ンなど実習的な要素を含めながら，特に学習者と教授者の
活動や言動に焦点をあてることを通して，授業のあり方につ
いて検討する。また授業記録の意義・機能・意味などに関す
る考察を主として参加者自身が行うことによって，授業評価
についても検討する．

廣田　信一（学術研究院（地域教育文化学部担
当）教授）

山形県山形市 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5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509243号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】幼保小連携を考える

幼保小連携について現状と課題を解説する。学びの連続性
を保証するための、5歳児後期から1年生前期にかけた接続
期のカリキュラムの具体化について、実践事例を検討しな
がら、受講生同士の討論を通して理解を深める。

藤岡　久美子（学術研究院(地域教育文化学部
担当)教授）

山形県山形市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校教諭　幼

稚園教諭
6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509244号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】高校数学とその背景につ
いて

集合（写像，全単射，濃度，無限集合，べき集合など），数列
（実数の連続性，収束，ε- N 論法，ネピア数，コーシー列
など），連続関数（ε- δ論法，最大値・最小値の定理，中
間値の定理など），不等式（AM-GM-HM 不等式，凸関数，
Cauchy-Scwarz 不等式など）に関する講義を行い，それぞ
れに関する演習による筆記試験を行います。数学を専門と
する高校教諭を対象とします。

佐野　隆志（理学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月4日 教諭
高等学校教諭

（数学）
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509245号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】解析学の基礎と数式処理
システムの活用

　１変数の微分法と１変数の積分法を解説する。具体的に、
数列と関数の極限、導関数、定積分など解析学の基本とし
てεーδ論法を解説する。各種初等関数の導関数と積分の
計算およびその応用については、フリーの Python 言語に
おける数式処理パッケージ Sympy を用いる。Python およ
び Sympy について基本的な使い方を紹介し、１変数の微分
法と１変数の積分法の学習に活用することを考察する。

方　青（理学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和2年8月7日 教諭
高等学校教諭

（数学）
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509246号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】理科（生物）

生物は遺伝子の本体DNAに刻み込まれている情報にした
がって生命を維持し、また多様な環境に適応して生きてい
る。この講習では、ミクロ生物学の視点から、遺伝子情報を
もとに様々なタンパク質が作られ、生物の形質が決まる仕
組みについて解説する。また、マクロ生物学の視点から、生
物を取り巻く様々な環境の変化に対して、生物の個体群や
群集が応答する機構について解説する。

半澤　直人（学術研究院（理学部担当）教授）
富松　裕（学術研究院（理学部担当）教授）

山形県山形市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校教諭（理
科）・高等学校教

諭（理科）
6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509247号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】光と放射線の物理

この講習では、講義の前半で、まず理科実験の有用性につ
いてディスカッションした後、光の物理として光の回折と干渉
を題材に、実験の有用性を体感する。講義の後半では、放
射線の物理を取り上げ、放射線の基礎と医学・薬学分野へ
の応用について解説した後、実際に放射線を計測して、放
射線の測定原理について理解を深める。

大西　彰正（学術研究院教授）
門叶　冬樹（学術研究院教授）

山形県山形市 6時間 令和2年8月31日 教諭
高等学校教諭

（理科）
6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509248号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】暮らしに役立つ工学（情
報・エレクトロニクス/機械システ
ム）

現在のIT社会をハード面から支えている基盤技術は半導体
素子(集積回路）と磁気素子(ハードディスク等）である。これ
らの最近の発展について解説するとともに、日本国内の産
業との関連をレビューする。（高橋）再生医療の成立つ背景
と現状を説明してから、この領域の重要な技術要素と手法
を解説し、特に再生医療の多分野横断の特徴及び工学の
役割とアプローチを強調する。加えて本研究室の行っている
研究例も紹介する。（馮）

高橋　豊（理工学研究科担当准教授）
馮　忠剛（理工学研究科担当准教授）

山形県米沢市 6時間 令和2年8月21日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高等学校教
諭（理科・工業）

6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509249号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/
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種
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山形大学
【選択】暮らしに役立つ工学（高
分子・有機材料/化学・バイオ）

高分子材料は暮らしの中で必要不可欠な材料である．高分
子材料が持つ基本的な特性，構造，物性に関する基盤知識
および実際の利用例について講義する．これは，物理，化
学，工業にわたる講義内容である．（松葉）耐食性や電池，
電気分解などの基礎的な電気化学について学び，エネル
ギーと社会との関わりを論じる．さらに，基礎なディープラー
ニングを使ったAI学習モデルの設計およびその利活用と問
題点に論じる．(伊藤)

松葉　豪（有機材料システム研究科担当教授）
伊藤　智博（理工学研究科担当准教授）

山形県米沢市 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）、高等学校教
諭（理科・工業）

6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509250号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】里山と都市における人間
と野生生物の関係／カビによる
発酵と物質生産

人間と野生生物の間には様々な軋轢が生じており、その解
消が課題となっています。本講習では、里山と都市において
生じている人間と野生生物の軋轢を紹介し、今後どのように
軋轢を解消していくべきか考える機会を提供します。／食生
活の中で、食品、医薬品、日用品などさまざまなところに、発
酵技術が利用されています。その発酵技術を支える微生物
の中でも、麹菌と呼ばれるカビの利用と有用物質生産につ
いて講義します。

斎藤　昌幸（農学部担当助教）
小関　卓也（農学部担当教授）

山形県鶴岡市 6時間 令和2年7月31日 教諭
高等学校教諭

（農業）
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509251号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】植物の水・炭素収支と枯
死／園芸学とバイオテクノロジー

森林樹木を例にして枯死するメカニズムについての最新の
知見を説明し、この情報をもとにして枯死を回避する管理法
について講義します。／園芸学は農業のうち、野菜・花卉・
果樹などの生産に関わる植物の生理や栽培技術を研究す
る学問です。特に次世代シーケンサーやゲノム編集が園芸
作物の育種に与える影響について解説します。

吉村　謙一（農学部担当准教授）
鍋島　朋之（農学部担当助教）

山形県鶴岡市 6時間 令和2年7月30日 教諭
高等学校教諭

（農業）
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509252号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】新聞活用のススメ入門編

山形新聞社と連携し、新聞を教材とした教育活動「NIE」につ
いての講習です。「入門編」では社会における新聞の役割や
機能、紙面構成や記事のできるまでなどを解説します。編集
局や制作センター（天童市）の見学も実施します。加えて新
聞の文体と文章構成を分析し、相手に伝わる文章の書き方
や見出しの付け方を説明します。学校全体での取り組みが
望ましく、養護教諭の受講も勧めます。翌日の「実践編」と両
方、あるいはどちらかのみの受講でも差し支えありません。

山本　陽史（エンロールメント・マネジメント部担
当教授）

山形県山形市 6時間 令和2年8月3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5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509253号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】新聞活用のススメ実践編

山形新聞社と連携して開講する、新聞を教材とした教育活
動「NIE」についての講習です。「実践編」では学校での授業
や学級新聞作りに生かせるよう、大学のNIE授業やNIB（企
業等での新聞活用）授業の実例を紹介します。編集局や制
作センター（天童市）も見学し、新聞制作のプロセスを体験し
ます。学校全体での取り組みが望ましく、養護教諭の受講も
勧めます。前日の「入門編」と両方、あるいはどちらかの受
講でも差し支えありません。

山本　陽史（エンロールメント・マネジメント部担
当教授）

山形県山形市 6時間 令和2年8月4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5月11日～
令和2年5月22日

令02-
10013-
509254号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

群馬大学
【選択】主体的・対話的で深い学
びを育む古典教育

現在の教育現場において、古文はどうしても文意理解の対
象として扱われ、文法・単語の習得に力点が置かれがちで
ある。ここでは教科書に採られる古典作品を対象に、各教
材間のつながりを学習者に理解させることにより、見過ごさ
れてきた作品の魅力に気付かせ、主体的・対話的で深い学
びの姿勢を育む古典指導のあり方を考えていく。

藤本　宗利（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月8日 教諭

中学・高校の国
語科の教諭、国
語科に関心のあ
る小学校教諭

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508209号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】Scratchプログラミング入
門

本講習はプログラミング言語Scratchの入門である。受講者
は簡単なゲーム作りを通して、Scratchでのプログラミングを
学ぶ。また、小麦粘土やアルミホイルなどをスイッチにして、
パソコンを操作する方法などを紹介する。内容は、小学校で
のプログラミングを取り入れた授業への準備を念頭に置い
ているが、中学校・高校教諭の受講も可。

古田　貴久（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月8日 教諭 小学校教諭 6,000円 28人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508210号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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群馬大学
【選択】知的障害のある子どもの
教育課程

我が国では知的障害のある子どもの指導形態として、領域・
教科を合わせた指導が長く行われてきたが、通常教育との
連続性の担保等を背景とし新学習指導要領では領域別・教
科別の指導の充実が示されている。本講義では、戦後の学
習指導要領等を紐解きながら知的障害教育の指導法、教
育課程の変遷を踏まえるとともに新学習指導要領の要点や
指導方法の新動向等をおさえ、知的障害教育における指導
形態、教育課程の基本原理を理解する。

木村　素子（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月8日
教諭

養護教
諭

特別支援学校、
特別支援学級等
で知的障害のあ
る子ども（重複障
害を含む）の指導
にあたる教諭や
その指導に関心

のある教諭

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508211号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】ワークショップ型授業と社
会科教育

ワークショップ型授業と社会科教育の関係について考究しま
す。具体的には、近年の教育改革動向や海外の社会科教
育、授業実践事例などを踏まえて検討します。なお、本講習
では、講義だけでなく、アクティビティやディスカッションなど
を行うため、受講者の積極的な参加を求めます。

宮崎　沙織（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月9日 教諭

社会科・地理歴
史科・公民科教
育に興味関心の
ある小中高教諭

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508212号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】n次方程式の代数的解法
について

「方程式が代数的に解ける」ことの意味を説明し、３次方程
式、４次方程式の一般的な代数的解法を紹介する。また５
次方程式の中には代数的に解けないものがある事を紹介
する。

照屋　保（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月9日 教諭

高校・中学の数
学教諭（オイラー
の公式を知って
いるだけでなく使

える教諭）

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508213号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】メダカ学入門

メダカは多くの学校の理科室で飼育されている生物ではな
いだろうか。本講習ではメダカを題材とし、黒色や緋色と
いった体色の仕組みや、背景の色に応じた体色変化の仕組
みについて観察・実験を通して理解する。また、日本国内や
群馬県内でのメダカの生息状況や遺伝的多様性について
解説し、メダカの保全について科学的な知識をもとに議論す
る。

佐藤　綾（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月9日 教諭

理科を担当する
小・中・高教諭、
動物を用いた実
験に興味のある

教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508214号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】認知科学：ことばの教育
者に向けて5

認知科学とは、心/脳の働きを科学的に理解しようとする学
問分野です。本講習では、ことば、獲得、学習に焦点を当て
ます。具体的には、主に英語と日本語を例にとり、①人間言
語の仕組み、②子どもの母語獲得、③大人の第二言語習
得、④外国語学習を概観します。理論的知見をどうすれば
教育実践に応用できるか、講義と演習をとおして受講者とと
もに考えます。（令和元年度「認知科学：ことばの教育者に
向けて4」受講者は受講不可）

山田　敏幸（教育学部講師） 群馬県前橋市 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

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508215号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】分子の世界

物質化学では、様々な分子が基礎から応用に至る研究の
対象になっている。その分子の物理的および化学的性質
は、分子の形と密接に関係している。本講習では、前半に、
住吉が分子を形によって分類する手法のひとつである点群
について解説し、更に理解を深めるために分子模型を用い
た演習を行う。後半には、尾崎が生体分子のひとつである
核酸の構造と分子間相互作用について解説し、医薬品への
応用を紹介する。

住吉　吉英（大学院理工学府教授）
尾崎　広明（大学院理工学府教授）

群馬県前橋市 6時間 令和2年8月9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16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508216号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】地域分析の手法

小学校社会科における身近な地域・市町村・都道府県を対
象にした学習や，中学校社会地理的分野における地域調査
の手法に関連する題材を取り上げて，地域の地理的環境を
理解するための，さまざまな手法について学ぶ。大縮尺の
地図や小地域統計などのデータの入手方法，主題図やグラ
フの活用の仕方についても扱う。

関戸　明子（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月18日 教諭
社会科を担当す
る小学校・中学校

の教諭
6,000円 60人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508217号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

51 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

群馬大学
【選択】理科実験におけるICT活
用

ICT機器として教育現場への導入が進んでいるタブレットを
使用した理科実験における使用法に関する講習を行う。電
子教科書や情報端末以外のタブレットの使用法として，内蔵
されるセンサーを利用することで，既存の理科実験をタブ
レットを使用した実験に置き換えることが可能である。講習
ではセンサーの原理，理科授業における使用法に関して解
説し，ICT教育の今後のあり方を議論する。

青木　悠樹（教育学部准教授） 群馬県前橋市 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4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508218号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】指揮法

指揮は音楽教育に携わっていれば、避けて通る事のできな
い技能です。本講習では楽曲について楽譜の読み込み、指
揮技能について講義を行いながら、合唱や器楽合奏等に幅
広く対応するための基礎から応用までの指揮について演習
します。

西田　直嗣（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

小・中学校、高等
学校、特別支援
学校の音楽の教
諭及び、音楽の
部活動の顧問を

している教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508219号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】なぜ運動をするべきかを
脳の発達から考える

運動が嫌い、運動することに前向きでない子どもへ、どのよ
うに運動することを薦めますか？その一つには、昨今叫ば
れる体力レベルの低下があるかもしれませんが、なぜ運動
する必要があるのかということを子どもらに説くのは、大変
難しい問題です。本講習では、運動の必要性を脳の発達・
適応から考えて、単に体力の維持・増進にフォーカスした理
論からの脱却を目指します。

島　孟留（教育学部講師） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高教
諭、養護教諭

6,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508220号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】電子工作を体験してみよ
う！

今日の私たちの生活の中には集積回路などの電子部品を
使用しているものが多く，また，中学校技術・家庭科の技術
領域教材も実用性を重視する結果，複雑な回路となり全容
を理解するのは難しい状況にあります。本講座では，これま
では電気・電子回路に関心は有りつつも高い敷居を感じて
いた方々を対象に，簡単な電気・電子回路についての講義
と製作実習を行い，電気・電子回路を身近に感じられるよう
な講習を予定しております。

片柳　雄大（教育学部講師） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月18日 教諭

中（技術）教諭、
電子工作に興味
関心のある小・

中・高教諭、作業
学習に関わる特

支教諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508221号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】日本語のしくみ

英語の授業でwillは「～だろう（でしょう）」と教わるが、新幹
線の車内で目にするWe will soon arrive at TAKASAKI.とい
う案内を「まもなく高崎に到着するでしょう」と訳したら、変な
感じがする（本当に高崎にとまってくれるのか少し不安にな
る）。この場合は、「まもなく高崎に到着します」と訳すべきだ
ろう。この講座では、日本語の述語に焦点をあてながら、日
本語のしくみを考えていく。

小林　英樹（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月19日 教諭

日本語について
理解を深めたい
国語教諭、日本

語について知りた
い英語教諭など

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508222号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】声楽発声の基礎

小学校学習指導要領（音楽）の記載事項、「自然で無理のな
い歌い方」で歌うための方法について講義し、実際にその習
得に向けて実践する。講習では声楽発声に関する理論的諸
観点について解説した後、声楽発声のための体操や歌唱実
技を実際に行う。動きやすい服装（ジーンズのように腹部が
締め付けられるようなものは避ける）、及び床に敷くバスタオ
ル等をご用意の上で臨んでください。

吉田　秀文（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月19日 教諭

音楽担当に限ら
ず、歌唱法や発

声法に興味・関心
のある小・中・高

等学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508223号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】新学習指導要領における
これからの体育授業の在り方

子どもたちの体力低下などの課題を踏まえ、①カリキュラム
マネジメントの視点から体力向上を考える。また、②新学習
指導要領を踏まえたこれからの体育の授業づくりを考える。
具体的には、特にボール運動の易しい実技を体験しなが
ら、効果的な教材をどのように活用するのか、それらを位置
づけた授業をどのように展開すればよいのかを考える。

鬼澤　陽子（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小・保健体育科

担当中教諭
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508224号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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種
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群馬大学
【選択】数学的に考える資質・能
力を育成する授業づくりについて
考える

算数・数学科の目標は、数学的に考える資質・能力を育成
することにある。この目標を解釈し、授業づくりに反映させる
ためには、例えば「数学的」をどのように捉えるか、「数学的
に考える」姿はどのように引き出されるか、資質・能力のどう
いった「育成」を目指すのか、といった問いに対する考察を
深めることが重要である。本講座では、これらの問いに向き
合いながら、小学校、中学校の具体例を中心にして考察を
深めていく。

小泉　健輔（教育学部講師） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校教諭・中
学校数学科教諭

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508225号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】前橋高崎地域をつくる大
地の成り立ち

関東平野の北西端に位置する前橋市と高崎市は、利根川
がつくった扇状地の上に形成された都市である。周囲を取り
巻く3つの大きな火山（赤城山・榛名山・浅間山）の成長と崩
壊とともに歩んだこの地域の成り立ちを調べる。地図を携行
しての荒牧キャンパス周辺散歩と弁当パックのフタを利用し
た立体模型制作を含む。

早川　由紀夫（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月20日 教諭

小教諭、理科ま
たは社会科（地
歴）担当の中・高

等学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508226号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】家庭科の授業づくり

家庭科における授業づくりの考え方や方法を、家庭科の歴
史や研究例・実践例を交えながら講義する。また、受講者ど
うしが小学校・中学校・高等学校の学習内容、児童・生徒の
実態、授業の困難点や課題点などについて情報交換し、改
善策について考え、話し合う時間をもうける。簡単なものづく
りの実習も行う。

小林　陽子（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月20日 教諭

小学校・中学校・
高等学校の家庭
科担当教諭およ
び特別支援学校

教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508227号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】個別言語教育の壁を越え
て初級外国語教育を考える

義務教育における英語教育と、大学教養教育におけるドイ
ツ語教育とを、それぞれが今日抱える諸問題を踏まえなが
ら、初級外国語教育という観点から一括してとらえ、現代言
語学の知見を背景として、個別言語教育の壁を超えた広い
視野で、初級外国語教育のあり方を考える。同時に他言語
の初級教育の状況を知ることを通じ、義務教育における初
級英語教育の相対化を図る。英語担当以外の教諭でも受
講可能。

田中　一嘉（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小教諭、英語を

担当する中・高教
諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508228号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】実験により学ぶ理科・工
学・プログラミング

近年、子どもたちの理科離れが憂慮されている。また、理科
離れのみならず、実体験を通じた学習機会が減っているよう
である。体験的学習を通じて、五感で理科、数学、社会、国
語、英語（全学的な取り組みとする）の面白さ、奥深さを肌で
実感してもらい、将来の日本、世界（昨年度までは科学技術
立国となっていた）を担う人材の若い芽をはぐくむことができ
るような、実験を通した理科、工学、プログラミングを体験学
習を行う。

山田　功（大学院理工学府教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小中学校教諭 6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508229号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】自然の生い立ち、土地の
履歴と自然災害

自然災害による被害軽減や持続可能な社会の構築など、
「よりよい社会や自然環境」を形成・維持していくうえで、私
たちが暮らしている地域の地形の生い立ちや土地利用の変
遷、災害発生履歴など「土地の履歴」をよく知ることは重要
である。本講習では、いくつかの地域の自然災害による被
災事例、教訓や災害リスクなどについて、土地の履歴といっ
た観点から検討してみたい。地形図を用いた読図作業や群
馬大学荒牧キャンパス周辺での野外観察も行いたい。

青山　雅史（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小・中（社会）・高
等学校（地理歴

史）教諭
6,000円 35人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508230号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】生物学における「見るこ
と」「見えること」「見せること」の
大切さ

生物学者はさまざまな工夫によって、細胞内の微細な構造
や遺伝子が働いている状況など、肉眼でそのままでは見え
ないものを可視化する試みを重ねてきた。本講習では、近
年日本人がノーベル賞を受賞した生物学関連の業績をいく
つか取り上げて、それらの研究と「見ること」「見えること」「見
せること」の関連を解説する。また、学校でも行う内容での
顕微鏡観察を行い、それらの大切さを再確認する（植物の
染色体の観察を予定）。

佐野　史（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月21日 教諭
生物学に興味の
ある教諭。校種
は問わない。

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508231号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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群馬大学
【選択】図工・美術科教育におけ
る絵画制作を考える

図工・美術科教育において、「絵に表す」・「絵」の内容は広く
実践されているが、題材のなかには旧態のものを定式化し
てなぞっている現状も見受けられる。本講習では、学校教育
のなかで児童・生徒が表現することの意味を「感じること」と
「描くこと」から捉えるとともに、題材の価値を再考察したい。
そこから導かれる子どもの姿を考えることは、図工・美術科
を担当するに際して役立つと考えます。

喜多村　徹雄（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小・中・高　図工・
美術担当教諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508232号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】きこえに障害のある子ど
もへの支援

聴覚障害の早期発見や補聴機器の改良等もあり、小・中学
校で学ぶ聴覚障害児が増えている。難聴学級や通級指導
教室での支援を受けている子どももいるが、中には十分な
支援を受けられないまま通常学級での授業を受けている子
どももいる。「きこえに障害がある」といっても、障害の種類
や程度によってその状態はさまざまである。聴覚障害児が
小・中学校で学ぶ場合に、どのような支援が必要なのかに
ついて平易な言葉で解説する。

金澤　貴之（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

特別支援教育に
関心がある全教
諭、養護教諭

6,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508233号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】雷の発生メカニズムと避
雷の原理

群馬県の夏の風物詩である雷の発生メカニズムと雷（稲妻）
から身を守る方法を講義する．先ず，全球規模での雷の出
現特性を概観する．次に，発達した積乱雲の内部で正・負
の電荷が蓄積されるメカニズムについて説明する．電荷の
蓄積が進み，空気の絶縁破壊が起きると，稲妻が積乱雲か
ら地面に達する．写真・動画の資料を併用し，この稲妻の進
展過程について説明し，その知識を基に，落雷から身を守
る避雷方法の原理を説明する．

岩崎　博之（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月22日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 45人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508234号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】和楽器を含む器楽授業の
アイデア

主に箏を用いた演習形式の講習である。受講生が箏に慣れ
親しむことを最大の目的とする。和楽器の中でも応用性の
高い箏に特化し「筝の扱い方・奏法の基本」を講じ演習を
行った上で、高校生、中学生のみならず、小学生でも楽しみ
ながら演奏に参加することができる教材・活動のアイデアを
受講者とともに探る。特に，アンサンブル，創作を取り入れ
て行う。

菅生　千穂（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月22日 教諭
音楽担当の小・

中・高教諭
6,000円 24人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508235号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】快適な衣生活を育むため
に

私たちは、季節や場、目的に応じて衣服を選び、着用してい
る。本講座では、快適な衣生活を営むための衣服の機能と
着装について、衣服をまとう側である人体の生理・心理学的
影響について学ぶ。衣環境を人体－衣服－環境という一つ
のシステムとして捉え、衣服によって形成される衣服気候と
いう持ち運び可能な環境についての理解を深める。講習か
ら、衣服への関心を総合的に扱う授業展開と指導案作りへ
結びつけることを目的とする。

前田　亜紀子（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月22日 教諭
小学校教諭、家
庭科担当の中・

高教諭
6,000円 60人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508236号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】これからの小・中・高校の
国語科指導

・新学習指導要領の求める国語科指導…「主体的・対話的
で深い学び」についてなど、新学習指導要領の内容を整理
し、これからの国語科に求められている指導の在り方につ
いて解説する。
・これからの国語の授業の構築…新学習指導要領に対応し
た説明的文章や文学的文章の授業について、学習指導案
や授業ＶＴＲをもとに解説する。
・小・中・高等学校の国語科指導の現状と課題…受講者同
士で意見を出し合う。

河内　昭浩（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月23日 教諭
小学校教諭、中
学・高校国語科

教諭
6,000円 60人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508237号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

群馬大学 【選択】石とりゲームと群論

Nimと呼ばれる石とりゲームの背後に現れる群（対称性）の
性質を調べ、このゲームの必勝法を導き出すことを目標とし
ます。講義の中では数学的帰納法による議論を何度か行う
ため、その考え方について事前に復習しておくと、より理解
が深まると思います。主な受講対象者は算数・数学を専門と
する教諭とするが、他教科の教諭も受講可能です。

石井　基裕（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月23日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

教諭（数学）
6,000円 60人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508238号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】目で見る光の世界

光は我々にとってとても身近な存在であり、多くの人々は物
体からの光を直接的に、もしくはレンズや鏡などを通して間
接的に捉えることで周囲から情報を得ている。本講習では、
そのような光の基本的な性質として反射、屈折、干渉、回
折、偏光などを解説する。さらに、身近なものを使った観察
なども行うので、理科授業における実験のヒントが得られる
と期待される。

寺嶋　容明（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月23日 教諭
理科を担当する

中・高教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508239号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】異文化理解について：日
本とフランスを中心に

フランスと日本について、言語と文化の歴史を振り返りつつ
現状を考察し、共通点と相違点を探る。また、日本で使用さ
れている身近なフランス語を糸口に、文化の受容と保全に
ついて考える。さらに、英語とフランス語と日本語における
「物」の分け方の違いに触れることで、それぞれの言語使用
者の考え方の違いを検討する。これらを通じて、今後の教育
活動において、日本文化と異文化の理解をどのように育成
すべきかを考察する。

三原　智子（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月23日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508240号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】ネットいじめの学校での指
導とネット・ゲーム依存

児童生徒のいじめがネット空間に移動してしまい、学校現場
ではますます把握しにくくなったと言われています。これと同
時に、スマホに代表されるネット機器の長時間使用が問題
視され、ネット・ゲーム依存に関心が高まっており、問題の深
刻さが伝えられています。本講習では参加者と共に学校で
の指導のあり方を考えます。演習も重視し学校で啓発講演
を行える力量の形成をめざします。

伊藤　賢一（社会情報学部教授）
大谷　良光（青森大学　特任教授）
成田　弘子（子どものネットリスク教育研究会
副代表）

群馬県前橋市 6時間 令和2年8月23日
教諭

養護教
諭

幼小中高教諭、
養護教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508241号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】デザイン思考に向けた図
画工作における「工作」について

小学校図画工作科および中学校美術科で養成しているの
は技能以上に、創造のための思考であると考える。本講習
では主に小学校の図画工作科の工作の実習を行うととも
に、造形活動における創造的思考や今日注目を集めている
「デザイン思考」について考察する。そしてまた、中学校美術
科のデザイン分野との接続について考えていく。

齋江　貴志（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月24日 教諭

図画工作科を指
導する小学校教

諭、および美術科
を担当する中学

校教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508242号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】体育・スポーツに関する最
新情報〜「体育・スポーツ原理」と
「水泳」

講習のねらい： 前半では，学校教育における保健体育の位
置づけ、体育・スポーツ原理の最新学術情報について紹介
し、知見を深める。後半では、新学習指導要領における水
泳授業の位置づけについて紹介し、実技によって授業展開
の指導力の向上をめざす。
講習方法： 前半は講義形式、後半は実習形式にて行いま
す。実習は屋外プールにおいて行います。入水の準備をし
てください。泳力は問いません。（水泳授業の展開に自信の
ない先生を対象とした講習内容とする予定です）

田井　健太郎（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月24日 教諭
小学校教諭、中
学校（保健体育）

教諭
6,000円 25人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508243号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】金属加工の基礎と実際

金属加工の基礎である金属材料、板金加工、切削加工、溶
接加工、鋳造について学び、関連する工作機械の見学や群
馬大学教育学部技術専攻で行っている金属加工実習を通
じて理解を深める。

楠元　一臣（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校（技術）教
諭・高等学校（工

業）教諭
6,000円 16人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508244号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

群馬大学 【選択】教育の中の医療

学校教員に必要な医療の幅広い知識を、専門用語を極力
用いない平易な言葉で解説する講義です。子どもの体と病
気について、教員に求められる医療の基礎的な知識と、近
年の医療の進歩や最新の知見なども解説します。さらに教
員自身の健康管理の上で必要なことや、社会や地域の変化
に伴い医療から見たこれからの教育・医療・福祉の連携の
在り方などにも触れます。

吉野　浩之（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年8月24日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508245号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】ネット長時間接触による
心と脳・体の発達阻害と学校での
指導

児童生徒のネット・ゲームへの長時間接触が問題視される
中、脳・視聴覚等の発達阻害、睡眠障害による心身の不調
等が明確化し、医学的な研究でもその要因が明らかにされ
つつありますが、社会的認知は遅れています。発達阻害・健
康被害の事実・現象とネットとの相関関連、エビデンスを分
析し、参加者と共に学校での指導のあり方を考えます。演習
も重視し学校で啓発講演を行える力量の形成をめざしま
す。

伊藤　賢一（社会情報学部教授）
大谷　良光（青森大学　特任教授）
成田　弘子（子どものネットリスク教育研究会
副代表）

群馬県前橋市 6時間 令和2年8月24日
教諭

養護教
諭

幼小中高教諭、
養護教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
10019-
508246号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】見方・考え方を働かせて
資質・能力を育成する理科の授
業づくり

子どもたちが主体的に「見方・考え方」を働かせて思考・表
現する理科授業をどのようにデザインし、どのような指導を
行うことで実現できるのかを、最新の理科教育学研究の成
果を踏まえて講義します。また、子どもたちが使用するワー
クシートへの記入や簡単な観察・実験を行い、授業デザイン
等についての意見交換・討論を通して、学びを深めていきま
す。小・中学校の事例を扱うため、小学校教諭・中学校教諭
（理科）を受講対象とします。

栗原　淳一（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年12月13日 教諭

理科の授業づくり
に関心のある小
学校教諭、理科
を担当する中学

校教諭

6,000円 40人
令和2年10月9日～
令和2年10月16日

令02-
10019-
508247号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】地域の文化資源（妖怪伝
承等）を活用した教科横断型の
学習プログラムの構築

「社会に開かれた教育課程」を達成する一つの方策として、
地域の文化資源を活用した学習プログラムについて講じま
す。中心的に取り上げるテーマは「妖怪」です。各地で語ら
れてきた伝承を教材として用いながら、観察力と言語力と想
像力を往還する教科横断型のワークショップについて体験
を通して学びます。

市川　寛也（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年12月13日 教諭

小、中、高校教諭
図画工作科、美
術科、芸術科（美

術・工芸）

6,000円 60人
令和2年10月9日～
令和2年10月16日

令02-
10019-
508248号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】肢体不自由児の自立と社
会参加

肢体不自由児･者が、力強く、やがては社会の中で自信を
もって生きていくために、我々に求められているのは何だろ
うか。特別支援教育研究者であり当事者である立場から、
日韓における教育や福祉の現状も紹介しながら自らの体験
を振り返りつつ、肢体不自由児の自立と社会参加につい
て、考察を深めることを目的とする。

任　龍在（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年12月13日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭、
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 100人

令和2年10月9日～
令和2年10月16日

令02-
10019-
508249号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】教職のための社会学入門

児童・生徒，若者に関わる現代日本の諸課題を学校教育と
の関連を踏まえて，社会学的視点から分析し理解することを
目標として，入門的な社会学の講義を行う。主なテーマは，
学校教育とジェンダー，若者とアイデンティティ形成，格差と
貧困の拡大。授業実践に直接に役立つ内容ではないが，児
童・生徒，若者についての社会学的理解を深めたい。

豊泉　周治（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年12月19日 教諭
小・中学校教諭，
高等学校教諭

6,000円 60人
令和2年10月9日～
令和2年10月16日

令02-
10019-
508250号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】空間図形を描く

講習では、空間図形の図表現を指導するために開発した教
材「投象を用いて立体図形を見て描く」を紹介するとともに、
実際に体験してもらう。その体験を通して、算数・数学の授
業場面における、空間図形の図表現のあり方について考
え、授業での活用について考察します。

澤田　麻衣子（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年12月19日 教諭
小・中・高　算数・

数学科教諭
6,000円 40人

令和2年10月9日～
令和2年10月16日

令02-
10019-
508251号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

群馬大学
【選択】音楽科授業開発のための
知識

新学習指導要領では、音楽に対する感性を働かせ、他者と
協力しながら音楽表現を生み出したり音楽を聴いてその良
さなどを見出したり、更には、わが国や郷土の音楽に親し
み、よさが味わうことができるよう、我が国の音楽の充実化
がより一層図られている。本講義では、主に他者と協力しな
がらの音楽づくりや鑑賞活動、更には我が国の音楽に焦点
をあて、どのように指導していくべきか、教材研究を行いな
がら、参加者で議論し考えていく。更には具体的な教材に即
した実践的な内容を取り扱う。

中里　南子（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年12月19日 教諭

小学校教諭及び
音楽科授業開発
に関心の深い中

学校教諭

6,000円 40人
令和2年10月9日～
令和2年10月16日

令02-
10019-
508252号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】イギリス文学作品を批評
的に読む

イギリス小説の抜粋や詩を精読しながら、レトリックと意味作
用の関係や日本語と英語の差異に注目することを通して、
クリティカル・シンキングを養う可能性を探求する。同時に現
代批評理論に触れながら、文学批評に纏わる諸々の問題
について議論し、言語とテクストの作用に目を向ける総合的
な言語文化教育の在り方を考える。

金田　仁秀（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年12月19日 教諭
英語を担当する
小・中・高教諭

6,000円 60人
令和2年10月9日～
令和2年10月16日

令02-
10019-
508253号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】学びの質から考える国語
科の授業改善

本講習では，「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指す
国語科の授業改善について考える。講習では学習科学や
文章理解研究の知見を紹介するとともに，実際の授業事例
に基づいて国語科の授業の展開や課題設定のあり方につ
いて議論を行う。

濵田　秀行（教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年12月20日 教諭

国語科の授業改
善に関心をもつ
小・中・高等学校

教諭

6,000円 36人
令和2年10月9日～
令和2年10月16日

令02-
10019-
508254号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】歴史教育の方向性と可能
性

中学校，高等学校を中心とする歴史領域の学習指導につい
て，これまでも指摘されてきた知識偏重・暗記注入などの課
題に対する今後の改善の方向性・可能性を考える。学習内
容の構造化・焦点化や歴史を考察し表現する学習の実際を
具体事例を踏まえて把握し，歴史授業の今後の姿を構想す
る。

中尾　敏朗（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年12月20日 教諭

中学校・高等学
校を中心とする社
会科・地理歴史
科担当の教諭

6,000円 40人
令和2年10月9日～
令和2年10月16日

令02-
10019-
508255号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】器械運動の理解

小学校、中学校、高等学校または幼稚園で扱われる器械運
動各種目の運動特性についての学習を行い、教材としての
器械運動に関する理解を深める。また、マット運動、鉄棒、
跳び箱に関する各自の技能の確認を行った後に、各種目の
練習方法と補助方法等に関する実習を行う。

新井　淑弘（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年12月20日 教諭
幼・小教諭および
中・高保健体育

科教諭
6,000円 40人

令和2年10月9日～
令和2年10月16日

令02-
10019-
508256号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】新発見！家庭科力

現在の家庭科カリキュラムを省察し、自己理解に関する学
習等の新しい内容を含んだカリキュラムと、家庭科で育成す
る諸能力との関係について考察する。また、現代の家庭科
カリキュラムの諸課題について、欧米の家庭科カリキュラム
と比較しながら考察し、その解決方法を検討する。

上里　京子（教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和2年12月20日 教諭

小学校教諭及び
家庭科を担当す
る中学校・高校・
特別支援学校教

諭

6,000円 40人
令和2年10月9日～
令和2年10月16日

令02-
10019-
508257号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

埼玉大学
【選択】市場の理屈と実際の
ニュースをつなぐポイント

(1)日本の輸出入は年間80兆円に満たないのに、1営業日あ
たり東京での外貨取引は40兆円に達する。こうしたストック
取引と、GDPに代表されるフローの数字の「バランス」を理解
してもらう。(2)市場メカニズムのどこが生活に直結し生活を
動かすのか、「センス」を身につけてもらう。(3)これらを踏ま
えて、経済学部の卒業論文指導の実際や、入学後に直面し
やすい困難についても触れる。

並河　永（大学院人文社会科学研究科教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月11日 教諭
中学校社会教

諭、高等学校公
民教諭

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507566号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】算数･数学科で育成すべ
き資質･能力－主体的･対話的で
深い学びの実現を通して－

算数･数学を学ぶとは、そもそもどのようなことなのか。 本講
習では先ず、私たちが普段、当たり前に行っている（と思っ
ている）ことの本質について考えます。そして、これからの時
代に相応しい学校教育の在り方、そこでの算数･数学教育
の在り方、さらに算数･数学科で育成すべき資質･能力につ
いて、「主体的･対話的で深い学び」をキーワードとして考察
を進めることで、新学習指導要領において求められる新た
な学校教育と算数･数学教育の在り方を探ります。

二宮　裕之（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

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
学教諭も受講可）

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507567号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】生徒に伝えたい科学技術
の面白さ（１）

1コマ目  前山光明【電気電子工学】身近なエネルギーであ
る電気エネルギー（電力）を安定に安全に供給するシステム
およびその特徴を実際の事例を交え紹介します。2コマ目
齊藤正人【建設工学】数々の地震被害の歴史を振り返りな
がら、構造物や建物の地震対策技術（耐震・免震）を概説し
ます。３コマ目　池野　順一【機械工学】科学技術史からみた
技術の重要性と面白さについて解説します。

前山　光明（大学院理工学研究科教授）
齊藤　正人（大学院理工学研究科教授）
池野　順一（大学院理工学研究科教授）

埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月11日 教諭
中学校理科教

諭、高等学校理
科・工業教諭

6,000円 35人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507568号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】遺伝学の基礎とDNAの
傷・突然変異

生命の設計図であるDNAは、身の回りの紫外線や化学物
質による攻撃や、ＤＮＡ複製に伴う切断などによって絶えず
傷ついている［ＤＮＡ損傷］。その傷を完璧に直すこと［ＤＮＡ
修復］で生命が維持されるが、中には修復の誤りによって遺
伝子の機能が失われることもある［突然変異］。これらの用
語を正しく理解し、ＤＮＡの維持のしくみと突然変異、そして
遺伝の関連性を把握することを目的とする。

畠山　晋（大学院理工学研究科准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月11日 教諭
中学校理科教

諭、高等学校理
科・農業教諭

6,000円 35人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507569号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】子どもの実態からつくる食
生活の学習

家庭科教育では長年食生活の学習を実践してきた。そのね
らいは自立した食生活を営むことであるが、栄養の知識や
調理技能を習得するだけでは、現代の子どもたちの問題状
況に十分に応えることはできない。そこで、実際の学校現場
で生じている問題を共有し、あわせて食生活に関する調査
研究の結果を理解したうえで、効果的な食生活の学習のカ
リキュラムを作成することを本講習の目的とする。とくに子ど
もたちの問題状況を分析的に読み解き、その解決方法を具
体的に考えることを重視する。

河村　美穂（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

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

家庭教諭
6,000円 35人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507570号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】身体運動の巧みさと不器
用さの心理学

運動不振や発達性協調運動障害(DCD)に関する研究を紹
介しつつ、身体運動の巧みさと不器用さについて下記の4つ
の視点から概説します。運動が苦手な児童・生徒の指導に
多少なりとも貢献できれば幸いです。1) 運動課題の分析2)
感覚・知覚と運動のコントロール3) 運動のコントロールにお
ける自由度4) 運動嫌い・運動恐怖心と動機づけ

古田　久（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

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
保健体育教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507571号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】子どもたちの「性」を考え
る

本講義では、小学校から高等学校の児童生徒、障害のある
児童生徒の性及び性教育の現状を踏まえつつ、性教育の
実践（一斉授業、個別の対応など）の在り方に関して検討す
る。また、学校教育におけるLGBT児童・生徒への支援の在
り方に対しても視野に入れる。その上で、性教育実践を展開
していく際に、教員が習得すべき専門性について考察する。

児嶋　芳郎（立正大学　社会福祉学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月11日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507572号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】プログラミング教育と情報
リテラシー（実習を含む）

2020年度より小学校から順次プログラミング教育が必修化
されます。また、スマートフォン所持の低年齢化により小学
生でもSNS等を利用し始めています。この授業では、教育の
ICT化や情報リテラシーについての情報を提供するほか、
「Scratch（スクラッチ）」というプログラミング言語学習環境を
用いたプログラミング実習を行います。

伊藤　大河（共栄大学　国際経営学部専任講
師）

埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月11日 教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 70人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507573号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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対象職

種
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埼玉大学 【選択】子どもに応える教育

人はかかわりのなかでたえず自己を再形成する存在であ
り、子どもと大人のあいだにどのようなかかわりがうまれる
かということは教育の基底をなす問題である。しかし、いま、
個人の「〇〇力」ばかりを問題にする状況のなかで、子ども
も親も教師もそのかかわりを見失いつつある。子どもと大人
が接するその接面で、何が「壁」をつくり、何が「橋」を架ける
ことになるのか。貧困格差をはじめとした様々な社会的要因
によって関係的に孤立する子どもの自己形成の葛藤に応え
ようと格闘する教師の具体的事例から学んでゆく。

岩川　直樹（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月11日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507574号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】国語授業における読み方
指導の展開

国語が専門ではなく、国語の授業がどうも苦手で困っている
小学校の先生方を対象の中心として展開します。「ＰＩＳＡ・ＰＩ
ＳＡ型読解力」を確認した上で、有名教科書教材（小説・説
明的文章）を題材にします。9月からの授業が、生徒の学び
につながる、子どもの思考を刺激する授業になるための教
材分析のヒントとなるように、一緒に考えていきたいと思いま
す。

建石　哲男（川崎市立川崎高等学校　教諭）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月12日 教諭
小学校教諭、中
学校国語教諭

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507575号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学 【選択】村上春樹の作品を読む

村上春樹の作品を題材とし、作品解釈の実践例を示す。作
家の生涯、活躍した時代背景、作品の記述内容などの情報
を必要に応じて臨機応変に活用し、より説得力のある解釈
を導き出すことに主眼を置く。本講義では『ノルウェイの森』
を中心に取り上げるが、他の村上春樹作品、映画『ノルウェ
イの森』、また関連作品として宮崎駿『風立ちぬ』などにも言
及する予定。

徳永　直彰（大正大学　表現学部専任講師）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月12日 教諭
中学校・高等学

校国語教諭
6,000円 70人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507576号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】歴史の中の国際交流　－
日本・東アジア世界を中心に－

小学校や中学校の歴史の授業の中では、日本と国際社会
とのつながりを重視することが求められる。この講習では、
古代から近世にかけての国際交流を扱うが、教科書に沿っ
た授業内容を背後から支え、教育の場で有用となるであろう
いくつかのテーマについて、近年のグローバル=ヒストリー研
究や東アジア史研究の成果も取り入れつつ、ともに考えて
いきたい。

小林　聡（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月12日 教諭
小学校教諭、中
学校社会教諭

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507577号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】社会科、公民科、商業科
の授業における現代企業の教材
化とその指導方法

社会科、公民科、商業科において、実際の企業の様々な事
例（ケース）を教材として取り扱う際、指導する側がその事例
に対するしっかりとした教材観をもつことが大切です。特に、
経済観、企業観を歴史、経済政策、制度改正、産業構造等
の側面から大きな流れとして捉えておくことが重要であると
考えております。この講習では、先生方が学校現場の授業
ですぐに活用できる様々な資料を用いて、日本経済の推移
と日本の企業経営の変化、そしてその背景を考察し、現代
企業が直面している経営環境の変化と諸問題について学び
ます。

對馬　秀男（東京都立第四商業高等学校　主幹
教諭）

埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月12日 教諭
中学校社会教

諭、高等学校公
民・商業教諭

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507578号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】英語教育と比較文化研究
のあいだ

昨今、文法訳読を中心とする従来型の英語教育は非常に
評判が悪い。大学入試の英語試験をはじめとする様々な英
語教育改革の動きにそれは確実に反映している。今回の講
習で検討したいのは、日本の英語教育が直面している〈「教
養（訳読）としての英語」ＶＳ.「コミュニケーションのための英
語」〉という対立図式の背景にあるものは何か、という問題で
ある。それは単に《国際化》や《情報化》ということばかりでは
ないと思われる。言語や教育の議論からは少し離れて、文
化論や文化史の立場から英語教育を考えていただく機会に
なれば幸いである。

吉田　和久（帝京科学大学　総合教育センター
講師）

埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月12日 教諭
中学校・高等学

校英語教諭
6,000円 70人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507579号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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令和２年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
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埼玉大学
【選択】フルートの演奏法から学
ぶ管楽器の指導法

主にフルートの実技経験がない教諭を対象として、受講者
自らの実技演習を交えながら、生徒への指導法を学ぶ。そ
の中では、すべての管楽器に共通する姿勢や呼吸法などの
習得法から、具体的なフルートの基礎奏法の指導法、さらに
既習者への指導の留意点まで幅広く取り上げていく。

竹澤　栄祐（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

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

音楽教諭
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507580号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】鑑賞活動のためのアート・
ゲーム実践講座

造形・美術教育における鑑賞能力の発達段階論及び評価
法について理解を図ると共に、鑑賞活動に有効なアートカー
ド等のアート・ゲームの使用法について受講者自らの実践を
通して習得を図る。

内田　裕子（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月12日 教諭
小学校教諭、中
学校美術教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507581号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学 【選択】対人関係の社会心理学

例えば、子どもが「どうせ自分は頭が悪いから勉強をしても
ムダ」といったら、あなたはなんと声をかけるだろうか？そも
そも、この子どもはなぜそのように考えるのだろう？　この講
習では、日常的な事例から、「なぜその現象が起こるのか」
「どう対処すればいいのか」を社会心理学の特に対人関係
の理解に役立つ内容をとりあげ学ぶ。具体的には「ソーシャ
ルスキル（話す・聴く・葛藤解決のスキル）」「原因帰属（出来
事の原因は何か）」「マインドセット」である。ソーシャルスキ
ルに関しては演習も取り入れて実践的に学ぶ。

雨宮　有里（神奈川大学　非常勤講師）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月12日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507582号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】学級経営とつなげた国語
科指導法

授業は学級づくりの最も重要な活動の１つとなる。子どもを
理解する、子どもたちが充実した学校生活を送るための
様々な工夫は、学級経営がうまくいってこそ、生きてくる。
「子どもを理解しようと思っても、どうもうまくいかない」、「学
級の雰囲気を良くしたいのに、なかなか思うようにならない」
と感じる先生方も増えている。毎日１時間はある国語の授業
と学級経営との相互関係を考えたうえで、国語科における
授業改善の方策の他、指導を見直すヒント、教師の話し方
（伝え方）等を学ぶ。また、授業の達人のＤＶＤ（小１国語の
授業）を視聴する場を提供する。学校及び教室環境を整え
るため小学生新聞を活用した掲示物について紹介する。

坂口　智（新座市立西堀小学校　校長）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507583号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学 【選択】文章と理解

社会学者マックス・ウェーバーが提唱する理解的方法を用
いた文章読解についての講習を行う。誤解や誤読はどこか
ら生じるか、理解とはどのような状態を指すかといった内容
のオリエンテーションに始まり、誤読が生じやすい文章や意
図的に誤読を狙っていると考えられる文章を実際に検討し
てみることで「理解」についての見地を深める。教材は大村
はま、プラトン等を想定している。

戸田　功（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高等学

校国語教諭
6,000円 70人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507584号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】小学校社会科のための地
域学習と防災

小学校社会科のための地域学習について、「身近な地域や
市の様子」および「身近な地域や市の様子の移り変わり」に
関する地誌学的アプローチを学習する。具体的には、地形と
土地利用、交通の広がりや公共施設の場所と働き、古くか
ら残る建造物、災害事例および防災に関する先人たちの働
きと知恵などの観点から、関連する地域素材を例示し、景観
写真の判読と地図作業にくわえ、当日が雨天でなければ埼
玉大学周辺の1時間程度のフィールドワーク（実地観察）を
行いながら、教材づくりのアイデアとヒントを考察する。

田村　均（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507585号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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埼玉大学
【選択】東アジア史としての日本
史

近年の社会の国際化は、さまざまなものごとを一つの国とい
う規模で考えることを困難にしている。歴史という分野もま
た、そのような動向と無縁ではない。今後、さらなる国際化
の進展によって、現在の日本史・世界史という科目区分の
有効性すらが、問われることにもなるだろう。本講習では、
かかる動向に鑑み、日本史を世界史、特に東アジア史の一
環として捉える視角を、古代・中世・近世のそれぞれの時代
について提示する。

井上　智勝（大学院人文社会科学研究科教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校社会教

諭、高等学校地
理歴史教諭

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507586号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】対比を通じて理解する英
文法

本講習では、過去形と現在完了形、SVOO構文とSVOA構
文、'break'と'cut'など、類似点を示しつつも異なる構文や語
彙のペアを取り上げ、明確に対比させながらそれぞれにつ
いて理解を深めていく。日本語の表現との対比も取り上げる
予定。理論的な枠組みにとらわれずに、英語学習者にとっ
て難しい、誤りやすいと思われる事項を非体系的に扱う予
定である。

田子内　健介（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 70人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507587号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】関数電卓でコンピュテー
ショナルシンキング

本講習は、OECD（経済協力開発機構）の生徒の学習到達
度調査2021年調査（PISA2021）で数学的リテラシー分野に
追加されるコンピュテーショナルシンキングについて、演習
形式で考察していきます。具体的には、関数電卓を用いて，
算数・数学の問題解決を体験して頂きます。なお、関数電卓
についての専門的知識や技能は必要ありません。関数電卓
を使用したことのない方も安心して受講下さい。

松嵜　昭雄（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

数学教諭
6,000円 70人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507588号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学 【選択】統計学入門

高等学校統計領域（特に数学B）で扱われる内容のより深い
理論的な理解を目指す。統計に必要である大数の法則、中
心極限定理などの極限定理の確認と、区間推定や仮説検
定などの推測統計の基本的な考え方や手法を学ぶ。簡単な
演習を行いながら進める。

吉川　美佐子（理学部非常勤講師）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高等学

校数学教諭
6,000円 70人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507589号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】資質・能力を育成する評
価の話　－学習と指導と評価の
一体化って何？－

「具体的にどう評価すればいいのかが難しい」といった声を
聞きます。「評価とは点数をつけること」といった誤った認識
をお持ちではありませんか？本講座では、多忙な学校現場
において、活用可能な教育評価について一緒に考えていき
ます。具体的には、理科の授業を題材に、これまであまり意
識してこなかった「評価の本質」について、ワークショップ形
式で議論したり、実際の授業を想定した具体的な評価方法
を考察したりする活動を通して理解を深めます。その上で、
「評価で資質・能力を育成するとはどういうことなのか」につ
いて一緒に考察していきます。「評価はちょっと・・」と考えて
おられる現場の先生方の受講を歓迎します。

中島　雅子（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭（理科

以外も可）

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507590号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】生徒に伝えたい科学技術
の面白さ（２）

1コマ目　藤森 厚裕
【応用化学】繊維やプラスチック、或いは洗剤・化粧品等に
其々関わる「高分子化学」と「界面化学」について、演示実
験を含め、身近な例から紹介致します。
2コマ目　吉田紀彦
【情報工学】インターネットに代表される計算機ネットワーク
について、その基本と歴史を概観し、さらに、クラウドやIoT
など先端的な技術について解説します。
3コマ目　平原裕行
【機械工学】機械工学からみた気体交換機「哺乳類の肺」に
ついて，そのメカニズムと進化について解説します。

藤森　厚裕（大学院理工学研究科准教授）
吉田　紀彦（大学院理工学研究科教授）
平原　裕行（大学院理工学研究科教授）

埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭

中学校理科教
諭、高等学校理
科・情報・工業教

諭

6,000円 35人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507591号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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埼玉大学
【選択】学校教育における木育の
方法と実践

主として、木材を使った簡単なものづくり活動を行い、学校
における木育の方法について学びます。ものづくりのほか、
国産材をはじめとする木材の利用についての現状と課題、
学校教育における学習指導のあり方について解説します。

浅田　茂裕（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭、中
学校技術教諭

6,000円 35人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507592号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】日本伝統音楽の研究－
箏、三味線の指導法－

和楽器の指導について、特に箏、三味線を中心に、楽器の
特性や奏法の理解、教材の取り扱い等指導上の配慮や指
導法の工夫について、実践的に研究する。

杉浦　聡（教育学部非常勤講師）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽教諭
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507593号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学 【選択】多様な美術
いい、うつくしい、すばらしい.......人類が見い出し、創り出した
様々なものを、時代･民族等を越えて観つめなおす。その上
で知ることと解ること、人にとっての美術について考える。

横尾　哲生（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

美術教諭
6,000円 35人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507594号

048-858-9235
http://park2.saitama-
u.ac.jp/~koushin/index.
html

埼玉大学

【選択】全体的なオフェンスの動
き（戦術学習）から入るゴール型
球技（バスケットボール）の指導
法

一般的なゴール型球技のオフェンス指導は、個人技から部
分練習そしてゲームへという流れです。しかし、この一般的
な指導法でゲームをすると部分練習の内容や習得された個
人技が全く生かされないことが多い。そこで、指導法に対す
る考え方を変えて、全体（戦術学習）から部分練習や個人技
へと流れる指導法を考案しています。具体的には、攻撃の
全体像（典型的な攻撃の型）の一つを提示し、それを基本に
ボール非保持者の動き方などに触れていこうと思います。
本講習では、バスケットボールを事例にして、この考え方を
紹介したいと思います。尚、体育授業という面だけでなく部
活動という面も触れます。

松本　真（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507595号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】乳幼児期に必要な運動遊
び

乳幼児期に必要な運動遊びを理論的に学習した後、子ども
の身体に対する気づきを高め、運動能力を高める遊びを体
験し学習する。同時に、保育者自身の身体を緩め、身体感
覚を高める身体のケアの仕方を学習する。

北洞　誠一（教育学部非常勤講師）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 35人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507596号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】子どもの行動変容を促す
養護教諭実践の工夫

養護教諭としての特性を生かし、現代的健康課題の解決の
ため、関係教職員や家庭、外部の専門機関等と連携して行
う学校保健活動について、演習等を取り入れ実践的に考察
する。具体的内容としては、児童生徒の行動変容を促す個
別・集団の保健教育と保健管理、双方をリンクさせる学校保
健プログラムの構築、学校医や外部の専門機関等と連携し
て行う保健管理・健康相談など。

齋藤　久美（筑波大学附属小学校　養護教諭）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月21日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 35人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507597号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】主体的・対話的な国語授
業の展開

小学校の国語科教育を実践的に学びます。大村はまの「て
びき」を手掛かりに、子供たちが少しでも主体的、対話的に
学んでいくために、どのような工夫ができるか、実践を交え
て体験的に学んでいきます。実際の授業に生かしていける
ように活動を多く取り入れていきます。

山本　賢一（川口市立戸塚北小学校　教諭）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月24日 教諭 小学校教諭 6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507598号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】言語学的視点から見る学
校文法

学校文法（橋本文法）を言語学的視点から捉え直すための
講習です。学校文法に対する素朴な疑問に、その外側を知
ることによって答えを与え、学校文法をよりよく理解すること
を目指します。具体的なトピックとしては、「品詞論」「活用」
「文構造」などを予定しています。

鈴木　彩香（大妻女子大学　文学部非常勤講
師）

埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校・高等学

校国語教諭
6,000円 70人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507599号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】「自分」と他人、社会につ
いて考える

そもそも社会とかかわったり、ものを考えたりする「自分」と
は何か。本講習ではこの問題を起点にして、自分と他人お
よび社会とのかかわり、またそれに関連して正義について、
哲学・倫理学の視点から考えます。哲学書だけでなく、子ど
もも関心をもちうるような題材も一部取り入れたいと思いま
す。こうしたテーマに関する子どもの問題関心を深めるため
のアプローチのヒントとなればと思います。

宮崎　文典（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月24日 教諭 小学校教諭 6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507600号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学 【選択】日本銀行の役割

１．金融論の基礎について解説する。
２．日本銀行の役割について解説する。
３．日本の金融政策の論点について解説する。
４．新聞等のメディアを参照しながら金融政策の論点につい
て学び、社会科・公民科の教材について理解を深める。
５．１～４で学んだ内容について、質疑応答を行う。

結城　剛志（大学院人文社会科学研究科教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校社会教

諭、高等学校公
民教諭

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507601号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学 【選択】英語詩と生活文化

英語は本来リズム感に富んだ言語であり、その豊かな音楽
的側面は、英語圏の生活文化における多様な詩的表現に
根付き、受け継がれ、生き続けている。本講習では、英語詩
の音声面の基礎である韻律法を踏まえ、伝承童謡や覚え歌
を概観する。とくにマザーグースが、いかに唄の形で社会的
弱者の存在と関わってきたか、また、いかに教育上、多彩な
機能を果たしてきたかを考察する。

武田　ちあき（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

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

英語教諭
6,000円 70人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507602号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】オイラーの多面体定理と
相加平均相乗平均の話題から

本講義の前半では、セパタクローの球を組紐で作成し、そこ
に現れる多面体を例に、オイラーの多面体定理について説
明する。その後、その応用例を紹介する。後半では、2変数
の相加平均と相乗平均の不等式について説明し、微分等の
高校数学の知識を基に、その一般化と拡張について考え
る。

西澤　由輔（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校・高等学

校数学教諭
6,000円 70人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507603号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】顕微鏡観察をICT化して
みよう

小学校４年理科では、虫めがねを使って野外観察を行い、5
年理科では顕微鏡を使ってプランクトンの観察を行う。子供
たちに観察実験をさせながらも、ICT機器を活用した授業を
行いたい。本講習では、タブレットを顕微鏡化する樹脂レン
ズの製作、ウェブカメラを改造した顕微鏡カメラの製作を行
い、観察実験で活用できるか検討する。※製作した器具は
持ち帰ることができます。

日比野　拓（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月24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8日

令02-
10020-
507604号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】最小作用の原理と素粒子
物理学

物理学を理解するために必要である単位（２０１９年５月２０
日に改正されたSI単位）から始めます。続いて古典力学・電
磁気学に必要なベクトル等を速度、加速度、回転運動を踏
まえて、ベクトルの必要性を習得します。そのうえで、現代素
粒子理論の基礎となっている最小作用の原理とファインマン
図についての基礎知識を提供いたします。

高西　康敬（理学部非常勤講師）
埼玉県さいた
ま市

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 35人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507605号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】家庭科における「消費生
活」の学習を考える

生活のとらえ方、消費生活の変化を確認し、確認した内容を
踏まえ家庭科の消費生活領域でどのようなことを学習する
必要があるかを、受講者とともに討議する。また、倫理的、
社会的、経済的、環境的側面を考慮した消費生活を営む
「消費者市民」を育む方法について、演習などを通して検討
する。

重川　純子（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

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

家庭教諭
6,000円 35人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507606号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学 【選択】声楽発声　理論と基礎
音声生理学や音声学の基礎を学び、理論的に裏付けのあ
る声楽発声方法を考え、習得する。

小野　和彦（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

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

音楽教諭
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507607号

048-858-9235
http://park2.saitama-
u.ac.jp/~koushin/index.
html

埼玉大学
【選択】ドローイング－表現の原
点として－

ドローイングとは自分の内的な思いや感情、感覚、思考等を
率直に表すための主観的素描と言える。つまり、それは自
分の内面の外化と言える。本講座ではドローイングをできる
限りたくさん描くことを試みる。それによって描画の際の過度
の自意識や恣意性から自由となり、自分を率直に表現でき
るようになる。また、自分が描いたドローイングを講師と対話
形態で振り返ることで、自分の表現の有り様を理解できるだ
ろう。

小澤　基弘（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

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

美術教諭
6,000円 35人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507608号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】小・中学校の体育授業改
善講座

体育科・保健体育科の新しい学習指導要領の全面実施を
受けて、その趣旨や改訂のポイントについて指導計画作成
の演習に取組むことで理解を深めるとともに、受講生の実践
上の課題について協議を行い、今後の授業改善に生かすこ
とができるようにする（運動の領域、体育分野）。

石川　泰成（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

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
保健体育教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507609号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】表現をつくり出す学びとし
ての造形表現・図画工作

子どもたちは自分たちを取り巻く様々な環境とかかわりなが
ら、「感じること」と「表すこと」を絶え間なく繰り返しています。
「描き、つくる」過程の中で様々に思考し、創造力を発揮しな
がら自らのイメージを豊かにし、自分自身の世界を広げてい
ます。そのような子どもの表現の意味を、具体的な子どもの
活動や作品から読み解き、さらに、身近な素材である紙を
使って、「感じ・表現する」体験をしていきます。

木村　早苗（教育学部非常勤講師）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 35人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507610号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】保健授業の創造とデザイ
ン－協同的学びの探求－

保健授業の実践事例について授業分析を行いながら解説
する。紹介するいくつかの実践例（録画授業（DVD））は、受
講者のグループ活動と参加型の講義においてストップモー
ションにおける分析を行う。「教育内容」、「教材」、「教授行
為」、「学習者の学び」の四つの視点を考慮しながら、新たな
保健教育の創造とデザインについて考える。プログラム化さ
れた実践からプロジェクトとして試みられる実践の考え方に
ついて学ぶ。

七木田　文彦（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月24日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校保健教諭、養

護教諭
6,000円 35人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10020-
507611号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学 【選択】学校の課題と教育実践

現在、学校現場では、様々な課題解決のため、教職員が奮
闘しています。その解決のために、どのような教育実践が求
められているか、受講者と共に考えていく演習型の講習で
す。学校現場で豊かな実務経験を有する教育実践総合セン
ターの教員が講師を務めます。教育の課題を、子どもの観
点から、教員の観点から、そして家庭・地域の観点から、教
育実践の在り方を多面的に考えていく内容とします。

櫻井　康博（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）
長江　清和（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）

埼玉県さいた
ま市

6時間 令和2年8月24日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 70人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
10020-
507612号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

新潟大学 【選択】音楽鑑賞の基礎

学習指導要領で重視されている「鑑賞」とは、歴史的要素や
構造面を総合的に理解し、その音楽の表現性に触れながら
芸術作品を受容する行為である。この授業では、音楽作品
を聴き取るとはどういうことか、また、ある作品を理解し、演
奏者独自の視点に沿って再現（表現）するとはどういうことな
のかを、具体例を踏まえて学ぶ。

横坂　康彦（教育学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月16日 教諭
中学校教諭（音
楽）、高校教諭

（音楽）
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509103号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】英語音声・文字指導の理
論と実践

2020年度より順次実施となる新学習指導要領、とりわけ小
学校中学年の外国語活動、高学年の外国語科の導入に関
わる指針・内容等を念頭に置きつつ、近年の認知心理学、
言語心理学、脳神経科学の進展に関連する第二言語習得
理論の動向を踏まえ、かつ日英語の音声・表記システムの
比較や学習障害・UDLなどの視点も盛り込みながら、英語
音声・文字指導の理論と実践について紹介し、考察を加え
る。

加藤　茂夫（教育学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月16日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（英

語）、高校教諭
（英語）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509104号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】数学の世界

数学的な対象の複数の構造は，それらがまったく異質なも
のであったとしても無関係であることはむしろまれである。
ユークリッド平面をはじめとするある種の空間において距離
構造は代数構造を経由して定義されるが，両構造 は見か
け以上にはるかに深い親和性を有している。この講義の中
では複数の構造間の親和性の例として，平面の代数構造が
距離構造により一意的に決定されることも述べる。

羽鳥　理（理学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月17日 教諭
中学校教諭（数
学）、高校教諭

（数学）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509105号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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種
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新潟大学 【選択】文字文化への意識

日常生活で使用する言語記号、とくに漢字と仮名について
その成立および特色に言及することを通し、文字文化の奥
深さと幅の広さに気付きたい。また文字を書く際、巧く見せる
コツや速書きする際の要点につき、改めて考える機とする。
さらに応用として、手紙を中心とするくらしに生きる書文化に
つき実践を行う。その際、すぐれた先人の見本を鑑賞材料と
して取り上げるものとする。

岡村　浩（教育学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月17日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国

語）、高校教諭
（書道）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509106号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】化学への誘い（自然に学
ぶ化学・希土類の化学）

（前半）薬は，自然界の動植物に含まれる化学物質，その中
でも特に鏡像異性体といわれる１対の有機化合物を模倣し
て化学合成されるものが多い。身近の薬剤を介して，有機
化学と自然，我々の生活・生命活動と自然が密接に関係し
ていることを学ぶ。
（後半）私たちの生活必需品，携帯電話・ＰＣなど磁石・発光
素子・充電池が入っている製品には希土類・レアメタルが使
用されている。希土類・レアメタルの特異な性質について解
説する。

鎌田　正喜（教育学部教授）
五十嵐　智志（教育学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校教諭（理
科）、高校教諭

（理科）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509107号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】算数・数学科の教材研究
と学習指導法

（前半）資質・能力ベースの意義を捉えた上で、具体的な算
数・数学の教材を「問題解決学習」、「対話」、「活用」といっ
た視点から考察することによって、教材研究および授業構
成についての基礎的理解を図る。
（後半）算数・数学教育は、子ども達一人ひとりが経験の意
味を増加させ、経験を再組織化していくための要となるもの
です。この観点から算数・数学の学習内容と教材の機能に
ついて具体例を基に考察します。

阿部　好貴（大学院教育実践学研究科准教授）
垣水　修（大学院教育実践学研究科教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月18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15日

令02-
10036-
509108号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】特別支援教育に活かす
「困った」行動の理解と対応

特別支援教育に限らず、教育現場においては、様々な児童
生徒の「困った」行動への対処が求められる。しかし、その
行動が生起している理由は、科学的に根拠のある方法によ
り分析されることもなく、時に教員の経験則に基づき解釈さ
れることが多い。しかし、これにより当該児童生徒の「困っ
た」行動の改善へつなげることは難しい。そこで、本講習で
は応用行動分析学に基づく「困った」行動の理解と対応方法
の検討を行う。

有川　宏幸（教育学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509109号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】漢詩教材の魅力と可能性

漢詩教材の中でも、李白・杜甫に代表される唐代の詩は、
中・高等学校の国語教科書における定番であり、一部は小
学校の国語教科書にも収録されている。そこで本講習で
は、現行教科書において採用率の高い唐詩を主に扱い、基
本事項と作品鑑賞の視点について説明を行った上で、更に
学習者の理解と関心を深めうる関連作品を紹介する。併せ
て、新学習指導要領に対応した「深い学び」に繋がる授業展
開についても、例示を行う予定である。

角谷　聰（教育学部准教授） 新潟県新潟市 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）、高校教諭
（国語）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509110号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】器楽演奏法（ピアノ）

各自が選曲し、準備した曲（難易度は自由、伴奏でも可）の
演奏を行ない、音楽教育の様々な場面で必要となるピアノ
演奏について考察する。ピアノ演奏を中心に器楽演奏にお
ける基本的な心構えから表現まで、幅広く着目していく。

田中　幸治（教育学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月19日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高校教諭
（音楽）、特別支

援学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509111号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟大学
【選択】火山活動や流水が作る大
地と津波防災

この講習は２部構成である。前半では，火山の噴火を，
CO2, H2Oの飽和と三態変化，そして体積膨張の観点から
説明する。また，マグマの粘性と噴火様式の関係性につい
て，発泡のアナログ実験の紹介と，軽石を用いたドライヤー
火山を行うことにより理解する。後半では，流れる水の働き
が作る地層や新潟平野の成立ちについて考える。また，東
日本大震災に関わる地学現象を紹介し，津波，津波堆積物
や津波防災について考える。

藤林　紀枝（教育学部教授）
髙清水　康博（教育学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月19日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高校教諭
（理科）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509112号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】「言語感覚」を「養う／豊
かにする／磨く」ための現代日本
語学入門

小学校・中学校・高等学校のいずれの学習指導要領でも，
「国語科の目標」では児童・生徒の「言語感覚」を「養う／豊
かにする／磨く」ことが謳われています。そのような国語科
の授業を作るためには，まずは，教師自身の「言語感覚」を
見つめ直す必要があるのではないでしょうか。本講習では，
教師自身の「言語感覚」を見つめ直すきっかけ・ヒント・視点
を提供することを意図して，日常生活で遭遇した現代日本語
に関するふとした疑問を研究につなげた担当講師の実践例
をご紹介します。

岡田　祥平（教育学部准教授） 新潟県新潟市 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）、高校教諭
（国語）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509113号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】運動と体温調節

夏の暑熱環境下では体温が過度に上昇しやすく，熱中症の
危険が高まる。特に運動を行うとその危険性が増大する。
学校現場における熱中症を予防し，夏の運動をより安全に
行うためには，人が生来有する体温調節機能について深く
理解することが不可欠である。本講習では人の体温調節の
仕組みやそれを修飾する要因等について概説し，学校にお
ける熱中症予防を考える上で重要な基礎的な知見を得るこ
とを目指す。

天野　達郎（教育学部准教授） 新潟県新潟市 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（保健

体育）、高校教諭
（保健体育）、特
別支援学校教
諭、養護教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509114号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】ことばの発達と障害特性

子どもの言語発達とその獲得は成長を確認する大きな指標
となる。本講座では言語獲得とその発達過程を理解し、知
的障害、自閉症スペクトラム、学習障害などの障害特性に
触れ、それぞれの特性に応じた支援を考える。内容としては
特別支援教育の入門、概論レベルになるため、聴講の際は
ご注意ください。

入山　満恵子（教育学部准教授） 新潟県新潟市 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、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509115号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】学校図書館を活用した国
語科教育法

令和２年度より小学校で、令和３年度より中学校で、平成29
年告示の学習指導要領が全面実施となる。国語科の授業
において児童・生徒が主体的・対話的で深い学びを実現す
るには、これまで以上に学校図書館を活用していくのが有
効である。本講習では、実例をふまえながら、学校図書館を
活用した国語科授業のデザインを考える。

足立　幸子（教育学部准教授） 新潟県新潟市 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）

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509116号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】社会の学び方（1）

地理の基礎となる地形図の読み取り（距離・方位・緯度経
度）等について確認するとともに、主題図の作成方法や（パ
ソコンを用いない）簡単な地理解析の基礎を学ぶ。
　また、日本の地理教育の歴史的展開をふり返りつつ、学
習者を主権者として育てる深い学びを実現する地理学習お
よび、地域課題の解決をめざすカリキュラムや授業のあり方
と実際について考察する。

釜本　健司（教育学部准教授）
北村　繁（教育学部教授）

新潟県新潟市 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）、高校教諭
（地歴）

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509117号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】数理・データサイエンスの
基礎

これからの高度情報社会においては，広範囲かつ目的に整
合したデータの取得を前提として，それらのデータに内在す
る本質的構造を見極め，数理的思考に基づいて解析・問題
解決を行う能力，データサイエンスを活用して新たな価値を
生み出し，有用なシステム構築につなげる能力が求められ
ています。本講義では，膨大なデータを適切に処理すること
が様々な分野で求められていること，及びデータサイエンス
の基礎について説明します。

山田　修司（理学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509118号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟大学 【選択】言語学から見た英語

(前半）英語母語話者はどのように英語表現を使い分けてい
るのだろうか。本講習では、情報の流れ、視点、談話の構造
をキーワードとして英文テキストを分析し、分析結果を教室
活動でどのように活かすことができるか検討する。
(後半)本講習の後半は、英語のいくつかの数量表現に焦点
を当て、それらを含む名詞句の意味的性質について考察す
る。現代言語学の研究における知見をわかりやすい形で解
説し、英文法の言語学的理解の助けとしたい。

山田　陽子（経済学部准教授）
本間　伸輔（教育学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月22日 教諭
中学校教諭（英
語）、高校教諭

（英語）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509119号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】音楽科教育の課題と学習
指導

音楽科における資質・能力の育成について，実践場面を想
定しながら理解を深める。新学習指導要領の背景や主体
的、対話的で深い学び、音楽科の見方・考え方等を押さえる
とともに、［共通事項］，構造と曲想、表現及び鑑賞領域の指
導事項，我が国の伝統音楽を含む多様な音楽の学習、評
価と評価規準などの観点から、これからの音楽授業の具体
的な姿について検討する。

伊野　義博（教育学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月22日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高校教諭
（音楽）

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509120号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】自然科学応用の新展開
（工学）

(前半)本講習では、電子材料・デバイス工学の基礎から太
陽電池、バイオセンサなど最先端の応用事例までを説明す
る。基礎から種々応用までを説明するため、主な受講対象
者は小・中・高校教諭とする。
(後半)理系と文系にまたがる建築学全体の概要を説明した
あと、地理や歴史にも関係し、市民生活に密着した都市計
画学の最新事情を新潟の実例を交えて解説する。また、小
中高教育とも連携可能なまちづくり研究についても述べる。

馬場　暁（工学部准教授）
岡崎　篤行（工学部教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月23日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭（理科・工

業）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509121号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】身体運動機能の測定と評
価

跳ぶ、走る、バランスを保つなど運動機能を評価すること
は、生徒の個性を伸ばす体育指導法に関連します。本講習
では、これら運動機能に関わる項目を、従来の体力測定と
は違った視点から捉え、指導現場で活用できる手法を学ぶ
ことを目的とします。

村山　敏夫（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月23日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭（保健体育）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509122号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】社会の学び方（2）

(前半)本講習では、学校現場で配慮が必要とされる性的マ
イノリティ（LGBTQ）について考える。性のあり方は個人の尊
厳にもかかわる事柄であることをふまえ、学校現場でどのよ
うな対応が求められているのかにつき考える。
(後半)消費者教育論について講義する。内容としては、消費
者教育の必要性および一般的・本質的理解を踏まえたうえ
で、小学校から高校までのそれぞれの学校段階における教
育内容と方法を予定している。

小泉　明子（教育学部准教授）
柴田　透（教育学部教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月24日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（公民）、特別支

援学校教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509123号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】公衆衛生の視点と保健の
授業づくり

本講習では，わが国の衛生を取り巻く社会状況と保健医療
の概要，近年の動向などについて解説するとともに，学校教
員に必要な「健康」の多面的な理解を，公衆衛生に関するい
くつかのトピックス（生活習慣病，感染症，こころの健康，妊
娠・出産など）を取り上げ議論することにより深める。また，
子どもたちの主体的な学びを引き出す保健の授業づくりに
ついても検討する。

田中　誠二（教育学部准教授） 新潟県新潟市 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（保健

体育）、高校教諭
（保健体育）、養

護教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509124号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】特別支援教育の基礎理
論-特性に応じた対応

小中高等学校の通常学級における特別支援教育につい
て、具体的な事解をまじえて解説する。具体的には、発達障
害のある児童生徒とその関連領域（いじめ、不登校、虐待、
非行）への対応を扱う。

長澤　正樹（大学院教育実践学研究科教授） 新潟県新潟市 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、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509125号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
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対象職

種
主な受講対象者

新潟大学 【選択】昆虫と植物の世界

昆虫（昆虫綱）は，100万種程度が記載されている上，その
多様性は著しい。本講習では，昆虫類の進化や系統関係、
多様性ばかりでなく，体節構造や配偶システムなどについて
も解説する。
維管束植物は25-30万種にもおよび，昆虫に次いで多様化
した生物群である。本講習では，その最新の分類体系につ
いて，系統学，形態学に基づいて概説するとともに，保全生
物学的な課題についても取り上げる。

工藤　起来（教育学部准教授）
志賀　隆（教育学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月25日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高校教諭
（理科）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509126号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】英語文学の世界

（前半）シェイクスピアの戯曲から名場面を抜粋して講読す
る。現代英語との違いも確認しながら、その魅力的で力強い
台詞が持つ詩的な豊かさを鑑賞したい。
（後半）19世紀のアメリカ人作家エドガー・アラン・ポーの作
品に対する造詣を深める一方、中学校・高等学校の授業に
おける文学テクストの効果的な活用の仕方を探ります。

辻　照彦（経済学部教授）
平野　幸彦（人文学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月25日 教諭
中学校教諭（英
語）、高校教諭

（英語）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509127号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】教育の方法と技術

主体的，対話的で深い学びにせまるために具体的に学習者
が何を考えれば良いのか，そのための学習と評価の方法に
はどのようなものがあるのかについて，思考スキル，シンキ
ングツール，ファシリテーション，ICT活用など最新の具体例
と理論的背景について，eラーニングで学習します。対面授
業では各現場でそれらを活用した学びの可能性と課題にせ
まります。
この講義はインターネットによる視聴，フォーラム投稿，レ
ポート作成等(6月17日～8月20日)と併せて対面授業を受講
し認定試験に合格することにより修了（履修）認定が行われ
ます。

後藤　康志（教育・学生支援機構学位プログラ
ム支援センタ－准教授）

新潟県新潟市 18時間 令和2年8月25日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭または

高校教諭
18,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509128号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】英語科の教材研究と学習
指導法・評価法Ａ

日本の小学校・中学校・高等学校の英語教科書や教材を分
析し，その背後にある学習指導要領の指導法及び児童指
導要録・生徒指導要録の評価法との関係を明らかにする。
日本の学校英語教育の教材・学習指導法・評価法の諸課題
を，世界の外国語教育や言語習得理論などの動向に照らし
て考察することも行う。本講習の主な受講対象者は中高の
英語教諭とする。小学校の教材・指導法・評価法等は「小中
の接続」の観点から検討する。

松澤　伸二（教育学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月26日 教諭
中学校教諭（英
語）、高校教諭

（英語）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509129号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】「情報」と「ものづくり」の実
践教育

ものづくりと情報（特に栽培）に関連して，植物の生育状態
の情報化（主に可視化）を中心に講義する。実践教育を重
視し，葉面積や植被率，草丈といったバイオマス量の計測
と，SPADやNDVIというった葉色を計測，可視化することで
一目で生育状態がわかる教材を提案する。

下保　敏和（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月26日 教諭
中学校教諭（技

術）
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509130号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】重度重複障害の理解と支
援

重度重複障害の中でも主に重度の知的障害と重度の肢体
不自由を伴う児童生徒における支援に関する視点につい
て、基礎的な発達的理解や支援に必要となる機能評価に関
する理論、ICT等を利用した支援事例の検討を通して考え
る。

渡邉　流理也（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月26日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509131号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】自然科学応用の新展開
－コシヒカリと突然変異、微生物
の代謝と応用微生物学－

（前半）突然変異が作物の改良に果たした役割を、主にイネ
を事例に野生イネから栽培イネへ、さらに南方起源のイネ
が北海道まで北進した謎を解説します。加えて超大物品種
コシヒカリが果たした役割とその将来を考えます。
（後半）醸造に代表されるように，日本人は微生物を上手に
利用してきました。これは微生物の多様な代謝能力に基づく
もので，現在も様々な研究が行われています。微生物の代
謝，応用微生物学の歴史と最新研究について解説します。

西村　実（農学部教授）
杉本　華幸（農学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年7月22日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高校教諭
（理科・農業）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509132号

025-262-7103
https://www.niigata-
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
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新潟大学
【選択】情報を読み解くNIEの考え
方と実際

新聞をはじめとする様々な情報媒体を読み解く教育の考え
方について，歴史的展開をふり返りつつ捉えるとともに，
様々な学校段階での事例を取りあげ，今後のNIE教育の方
向性あり方を考察する。
　各学校段階の新聞を活用する授業の課題に応える教育に
おける新聞活用の方法や教材について，ワークショップを行
い，受講者の実践的課題に対応する視点について考察す
る。

釜本　健司（教育学部准教授）
川端　弘実（大学院教育実践学研究科特任教
授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年7月26日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509133号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】体育授業の心理学

行動の始発、方向性、再現や継続を説明する概念が動機づ
けである。講義では、体育授業における児童・生徒の学習
行動やその他の行動について、動機づけの観点から考察す
る。動機づけによる行動の説明、内発的動機づけにおける
有能感、自己決定、関係性それぞれへの欲求とその充足、
課題達成志向か自我志向かという達成目標志向性、環境
要因としての動機づけ雰囲気の行動への影響などが主な内
容である。

森　恭（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年7月28日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（保健

体育）、高校教諭
（保健体育）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509134号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】小説の多様な読解と日本
語表現の特徴

小説は、人によって、受けとめる内容が変わってくる。それ
は、理解の基準となる、それぞれの人の内面が異なるから
である。また、小説という文章表現が、必ずしも一定の思想
内容を伝えるものではないからである。本講習では、人が小
説を読む働き、および、言語によって構成される仕組みにつ
いて考える。ひとつの答えが容易に得られないのは難しい
気もするが、多様性は読解が生産的であることの証でもあ
る。

長沼　光彦（人文学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校教諭（国
語）、高校教諭

（国語）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509135号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】特別支援教育の基礎理
論-通常学級

小中高等学校の通常学級における特別支援教育につい
て、具体的な事解をまじえて解説する。具体的には、学習の
ユニバーサルデザイン、生徒指導におけるユニバーサルプ
ログラムと段階的な対応である。校内支援体制についても
扱う。

長澤　正樹（大学院教育実践学研究科教授） 新潟県新潟市 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、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509136号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】健康で快適な衣生活と食
生活

健康で快適な衣生活および食生活の営みに必要な次の事
項を教示する。【衣生活】①人体の体温調節に応じた衣服、
②皮膚の生理機能を促進する（抑制しない）衣服、③活動促
進する（抑制しない）衣服、④ヒトを危害から防護する衣服、
について述べる。【食生活】①食生活の現状と食育、②食品
の機能と調理、③食品の品質と食品表示、について述べ
る。

中村　和吉（教育学部准教授）
山口　智子（教育学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月5日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（家

庭）、高校教諭
（家庭）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509137号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】外国につながりのある児
童生徒の学習支援

学校現場では、外国人児童生徒だけではなく日本国籍で
あっても日本語が母語ではない児童生徒が増加している。
本講習では、現場で対応されている先生方を対象に現場の
悩み及びその解決方法について探る。具体的には、豊富な
経験を持つ教育実践者をゲストに迎え共に学び合う機会を
設ける。さらに、外国につながる子どもたちに有効な学習支
援や日本語でのコミュニケーション方法について講習を行
う。

池田　英喜（教育・学生支援機構コモンリテラ
シーセンター准教授）
足立　祐子（教育・学生支援機構コモンリテラ
シーセンター准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509138号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】災害・救急医療と救急処
置

学童期の児童においては成人と同様の病態，疾患が生じ
る。その一方，成人期以降ではあまりみられない病態，疾患
も少なからず経験される。本講習では，学童期児童の生理
学的特質や全身状態を把握するための基本的事項等の総
論的事項，この時期の児童においてしばしば経験される病
態，疾患のうち，外科領域における各論的事項　－急性腹
部症状・疾患，外傷等－　を中心に概説するほか，災害時
の際も含めて救急・救命処置を要するさまざまな病態につい
て解説する。

小山　諭（大学院保健学研究科教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月16日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509139号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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新潟大学
【選択】薬物乱用防止（喫煙防止
を例に）/感染症の基礎知識

1）薬物乱用防止（喫煙防止を例に）：薬物乱用防止につい
て，門戸開放薬物（ゲートウエイドラッグ）とされる喫煙を例
に児童・生徒にとってわかりやすい学習方法を実例を通して
検討する。
2）感染症の基礎知識：感染と発症・発病の違い，主な病原
体の種類と感染経路，予防方法について学習するとともに，
適切な対策について検討する。

関　奈緒（大学院保健学研究科教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月18日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509140号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】養護教諭が行う児童生徒
のケア

養護教諭が行う児童生徒への身体的・精神的ケアについ
て、受講者が実践しているケアの内容や課題から、対象に
応じたケアのあり方を考察する。特に、多様な目的に活用で
きる、意図的タッチと軽擦法を用いたマッサージ、腰背部温
罨法については、根拠をもとに解説し、体験を通してより良
い方法を検討する。さらに、近年「折れない心」として注目さ
れているレジリエンスについて解説し、養護教諭の活動へ
の活用について検討する。

柏　美智（大学院保健学研究科助教） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月19日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509141号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】国語科と詩歌の関係につ
いて

言葉は言葉である限り、ある【未知の事象】に直面した一人
の人が、これを【既知の言葉】で言い表すのではウソになる
と気づき、【未知の事象】を正確に言い表す言葉を宛がった
とき、はじめてこの世（人間世界）に誕生したと考えるしかあ
りません。国語科で詩歌を学ぶことの第一義的な意義、目
的は？となると、酸化（俗化、慣用化）した言葉を誕生時の
純粋な言葉に還元することを措いてほかにないのではない
でしょうか。

先田　進（放送大学　客員教授） 新潟県新潟市 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）、高校教諭
（国語）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509142号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】数理の世界A

(前半）本講習は，多項式イデアルのグレブナー基底を求め
る手順（ブッフベルガーのアルゴリズム）と多項式系の連立
方程式の解法（グレブナー基底の消去理論）について紹介
する。
(後半）また，統計学は近年の数学教育において注目される
ようになってきている。本講習は，中学・高校で学ぶ統計学
のやや発展的な題材を学ぶことで，統計学の考え方を身に
着け，統計学の有用性を実感してもらうことを目的とする。

張間　忠人（教育学部教授）
伏木　忠義（教育学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校教諭（数
学）、高校教諭

（数学）
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509143号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】経済学的思考と政策論

経済学は、人々がどのようなインセンティブによって行動し
ているかについて考える学問です。人はインセンティブに反
応するということを信じるのが経済学者と言ってもいい。この
インセンティブ政策は、成功するときもありますが、失敗に陥
るときもある。インセンティブの話を中心に話を広げていきま
す。

内藤　雅一（経済学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月22日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（公民）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509144号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】体のサポート-お口の健
康から元気で長生き-

学童期における歯科疾患の中で、特に有病率の高いのは、
う蝕（むし歯）および歯周疾患である。この２大疾患について
新潟県の現状を分析する。さらに、学童期における歯科疾
患の予防体系について学ぶと共に、学校現場への応用法
について検討する。また、歯・口腔に関連する体の健康につ
いても整理する。

葭原　明弘（大学院医歯学総合研究科教授） 新潟県新潟市 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 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509145号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】社会保障の制度と政策

病気や老齢などのリスク、保育などのニーズに対して、社会
保険料や租税を通じて社会全体で支えあい、健康で安心で
きる生活を保障する仕組みが社会保障です。わが国の社会
保障には不十分な点はあるものの、国民にとって欠かせな
い生活基盤になっています。社会保障は複雑な仕組みであ
り、内容を理解するのは簡単ではありませんが、本講習で
は基本的な制度の現状、課題と対応、財源や負担のあり方
などについて検討したいと思います。

田中　伸至（法学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月25日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（地歴・公民）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509146号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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対象職

種
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新潟大学 【選択】社会の学び方（3）

本講習では，地理学の研究成果を踏まえながら，現代の都
市や農山漁村で生じている特徴的な現象について理解を深
める。また，地理学における地域区分に関する考えた方を
学んだうえで，地図や統計，資料，フィールドワーク等をもと
に，そうした特徴的な現象を具体的に調査・分析・考察する
方法を体験的に習得する。その一環で，講習中盤には屋外
での活動（巡検・まちあるき等．悪天候時は屋内での活動で
代替予定）を予定している。

前田　洋介（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月26日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（地歴）

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509147号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】教室のコミュニケーション
からみた子どもの学び

教室におけるコミュニケーションの特徴から子どもの学習過
程を捉える視点を、心理学に基づく理論的・実践的研究の
知見を踏まえて学ぶ。あわせて、子どもの学習を支援する
教師の役割を、教室におけるコミュニケーションに着目して
考える。

一柳　智紀（大学院教育実践学研究科准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年10月11日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援

学校教諭

6,000円 50人
令和2年8月17日～
令和2年8月31日

令02-
10036-
509148号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】今日的課題を捉えた特別
支援教育

特別支援教育では、一人一人の教育的ニーズを把握し、児
童生徒が、生活や学習上の困難の改善・克服を目指し、意
欲をもって取り組む効果的な指導・支援の在り方が求められ
ている。特別支援教育の現状と課題や特別支援学校・通級
指導教室における授業の実際、進路指導の取組などの情
報を共有しながら、特別支援教育を行う教員としての心構え
や指導・支援の実際について研修を行う。

水谷　武（教育学部附属特別支援学校校長）
樋口　尚（教育学部附属特別支援学校教頭）

新潟県新潟市 6時間 令和2年7月28日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509149号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】資質・能力を育成する授
業

生徒の資質・能力を育成するために大切にしていきたい考
え方を踏まえて，附属新潟中学校での授業実践を紹介す
る。さらに，資質・能力を育成する授業づくりの視点や考え
方を紹介する。主な受講対象者は小・中学校教諭とする。

佐藤　靖子（教育学部附属新潟中学校校長） 新潟県新潟市 6時間 令和2年7月29日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 35人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509150号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】資質・能力を高める小学
校の授業づくり

授業づくりのポイントを押さえた後，附属新潟小学校の教諭
が，授業づくりの実際を，実践を基に説明する。国語，体
育，総合的な学習，ＩＣＴ（主にタブレット端末）の活用を実践
で取り上げる。

山田　浩之（教育学部附属新潟小学校校長） 新潟県新潟市 6時間 令和2年7月30日 教諭 小学校教諭 6,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509151号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】健康教育（幼児期含む）

保健行動変容の理論モデルにおける、要因分析と実施プロ
グラム作成には、教師 (専門家)が指導し、幼児・児童・生徒
（対象者）が学ぶ指導型でなく、専門家が対象者の能力を引
き出し、自己効力感を高め、問題解決や自己決定能力獲得
への支援が必要性である。また、幼児教育において着目さ
れる「非認知能力」の意欲、自信、自制などは保健行動と深
い関連があり、幼児期における健康教育の重要性について
わかりやすく解説する。

笠井　直美（教育学部教授） 新潟県長岡市 6時間 令和2年7月31日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭、養護教諭、
幼稚園教諭

6,000円 45人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509152号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】深い学びを促す学習指
導：資質・能力に注目して

現代教育では、主体的・対話的で深い学びを通して質の高
い学びを実現し、資質・能力を身に付けることが求められて
る。本講習では、附属長岡校園で行われている三つの資
質・能力に着目した学び（＝統合的な学び）を例に、「主体的
な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」をいかにして実現す
ればよいかを、中学校国語科、中学校数学科の実例を元に
学ぶ。

柳沢　学（教育学部附属長岡中学校校長） 新潟県長岡市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509153号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】現代教育における協働型
学習の展開

現代教育では、協働型学習を通して主体的・対話的で深い
学びを実現することが求められている。本講習では、学校教
育における協働型学習の意義を確認し、附属長岡校園で行
われている協働型学習の理論と実践を紹介する。また、授
業の中での資質・能力のはぐくみと見取り方についても触れ
ていく。

松井　謙太（教育学部附属長岡小学校校長） 新潟県長岡市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 45人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
10036-
509154号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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上越教育大学
【選択】特別支援教育の基本的
理解（病気の子どもの理解と支
援）

病気の子どもの実態に関する基礎的な知識を得ることを目
的として,病弱教育の概要について概説したうえで,対象とな
る児童生徒の主要な疾患,各疾患の治療と管理,および教育
現場で必要とされる支援について解説する。

八島　猛（大学院学校教育研究科准教授） 新潟県上越市 6時間 令和2年7月27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,
特別支援学校教
諭,養護教諭,栄養

教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508720号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】英語コミュニケーション活
動と英会話

異文化コミュニケーション,実際の英会話及び教室内外コミュ
ニケーション活動に関する特徴,過程,課題や能力等を検討
し,次の流れを通して,受講生自身の現場の経験との関連と
改善策を共同的に探求する：(1)ウォーミング・アップ等,会話
の基本特徴(2)英会話の特徴・プロセス・仕組み(3)コミュニ
ケーション能力(4)会話分析とコミュニケーション活動(5)関連
授業活動の例とその課題。

ブラウン　アイヴァン（大学院学校教育研究科
准教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月27日 教諭

中学校（英語科）
教諭,高等学校

（英語科）教諭向
け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508721号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学 【選択】地理学・歴史学
地理学・歴史学の基礎的な知識と教材開発について,自然
地理学,地誌学,日本史,世界史の専門研究の観点から解説
をおこなう。

山縣　耕太郎（大学院学校教育研究科教授）
畔上　直樹（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月27日 教諭

小学校教諭,中学
校（社会科）教諭,
高等学校（地理
歴史科）教諭,特
別支援学校教諭

向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508722号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】発達障害のある児童生徒
の理解と支援

本講座では,発達障害（自閉スペクトラム症,注意欠如・多動
症,限局性学習症等）の定義と概念,心理特性に関する基礎
的知識について概説する。また,通常の学級に在籍する発達
障害のある児童生徒に対する個別支援,及び学級全体への
支援について,演習を行いながら理解が深められるようにす
る。

岩本　佳世（大学院学校教育研究科助教） 新潟県上越市 6時間 令和2年7月27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,
特別支援学校教
諭,養護教諭,栄養

教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508723号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】小学校国語科における授
業づくりと教材研究

本講習では,国語科教育の理論と実践それぞれについての
再確認を行いながら,小学校国語科においてどのように授業
をデザインし,話し聞く・書く・読むに関する教材研究を進めれ
ばよいかについて事例をもとに概説します。また,新学習指
導要領の内容と合わせ,最近の教育動向とともに,書写指導
の今日的なあり方について理解を深めます。

迎　勝彦（大学院学校教育研究科准教授）
押木　秀樹（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月28日 教諭
小学校教諭,特別
支援学校教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508724号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学 【選択】社会科指導法

社会科実践研究のための具体的な理解がえられることを目
標とする。そのために,まず,地理,歴史,公民の教材を事例と
して小・中学校社会科及び高等学校地理歴史科,公民科の
内容について実践的検討を行い,次に,授業分析を通して,そ
の指導のあり方について検討する。さらに,フォーラムによっ
て,各受講者が今後の社会科実践の改善に向けての視座を
獲得できるようにする。

中平　一義（大学院学校教育研究科准教授）
志村　喬（大学院学校教育研究科教授）
茨木　智志（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月28日 教諭

小学校教諭,中学
校（社会科）教諭,
高等学校（地理
歴史科・公民科）
教諭,特別支援学

校教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508725号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】音楽科の教材研究と指導
法Ｃ（日本の伝統音楽・諸民族の
音楽）

本講習では日本の伝統音楽とその指導に関する講義及び
演習を行う。まず,日本の伝統音楽および諸民族の音楽を指
導することの意義とその指導のあり方について概説し,その
後,主に箏を用いて,和楽器の特性や奏法および表現法につ
いて,実技演習を行う。伝統的な歌唱についても,地歌を例に,
奏法および表現法,楽器演奏との関わりなどを扱う。箏を用
いた楽曲について,教材という観点から解説を加える時間も
設ける。

玉村　恭（大学院学校教育研究科准教授） 新潟県上越市 6時間 令和2年7月28日 教諭

小学校教諭,中学
校（音楽科）教諭,
高等学校（音楽
科）教諭,特別支
援学校教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508726号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

72 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

上越教育大学
【選択】現代社会の諸課題：公民
的領域から

現代社会の諸課題について,法学・経済学・宗教学に関する
近年の学術的研究成果を踏まえて概説し,社会科の背景や
前提にある現代社会に関する認識を高めることを目標とす
る。個別テーマとして①立憲主義と民主主義,②経済と経済
学,③現代社会と宗教文化に関する諸問題を設定し,講義の
上,受講者とディスカッションを行う。

小島　伸之（大学院学校教育研究科教授）
吉田　昌幸（大学院学校教育研究科准教授）
塚田　穂高（大学院学校教育研究科助教）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月29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,特別支
援学校教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508727号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学 【選択】理科教材
中学校理科に関する教材について,次の講習をする。１）物
理領域の教材２）化学領域の教材(比色分析）３）天文領域
の教材４）生物領域の教材

小川　佳宏（大学院学校教育研究科教授）
下村　博志（大学院学校教育研究科准教授）
濤﨑　智佳（大学院学校教育研究科教授）
谷　友和（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月29日 教諭
中学校（理科）教

諭向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508728号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】音楽科の教材研究と指導
法Ａ

午前は,音楽の授業づくりについて,身体表現活動や鑑賞に
焦点をあてた活動,新学習指導要領と授業構成の理論と支
援を要する児童生徒を含む具体的な実践方法について学
ぶ。午後は,授業においての「音楽づくり」の意義を考えたう
えで,いくつか例を挙げながら,具体的な授業の展開方法に
ついて提示する。また,教師が,今持っている音感,読譜能力
を,授業中に有効に活かすための方法を経験的に学ぶ。

尾﨑　祐司（大学院学校教育研究科准教授）
時得　紀子（大学院学校教育研究科教授）
阿部　亮太郎（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月29日 教諭

小学校教諭,中学
校（音楽科）教諭,
高等学校（音楽
科）教諭,特別支
援学校教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508729号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】絵画・立体表現について
の教材と指導法

造形芸術と美術教育の動向を踏まえ,初等・中等美術科の
授業づくりのもとになる教材研究,実技指導などについて実
践的に解説する。前半は,人物描画について,クロッキーを中
心とした実践を通して,絵画表現の多様な理解を深める。後
半は彫刻など,立体に表す造形活動の特徴と意義を,粘土な
どを素材とした実制作により確認していく。制作を通して実
感したそれぞれの考えを合評会で共有する。

伊藤　将和（大学院学校教育研究科准教授）
洞谷　亜里佐（大学院学校教育研究科教授）
松尾　大介（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県上越市 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

（美術科）教諭,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20日

令02-
10038-
508730号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】運動学習の基礎と体育へ
の応用

体育は身体運動を対象とする授業科目であるため,身体運
動の制御や学習に関する知識は,体育授業を計画・実施す
る際に貢献すると考えられる。本講義の前半では,単純な動
作を対象とした運動制御や運動学習に関する近年の科学
的知見を紹介する。後半では,体育・スポーツに関わる言語
的指導と視覚的指導の観点から,運動の学習過程と効果的
な指導方法について概説する。

松浦　亮太（大学院学校教育研究科准教授）
竹野　欽昭（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月29日 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
諭向け

6,000円 45人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508731号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学 【選択】学級経営実践論

教員養成や教員研修で扱われることが少ない学級経営に
関して,学習指導要領における位置付けを確認し,また,基本
的な理論に基づき,実践例から望ましい学級経営の在り方を
考察する。

赤坂　真二（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 6時間 令和2年7月29日 教諭
小学校教諭,中学

校教諭向け
6,000円 60人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508732号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】小・中学校における説明
的文章教材の読解法

小学校や中学校における実際の国語教科書に掲載されて
いる教材をもとに,具体的な読解の方法について説明を加え
ます。教材は特定の教科書だけでなく,複数の教科書会社の
ものを使って行います。また,内容は実際の授業に活かせる
ようなことを目指します。

渡部　洋一郎（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 6時間 令和2年7月30日 教諭

小学校教諭,中学
校（国語科）教諭,
特別支援学校教

諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508733号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】外国語(英語)教育の理論
と実践

最近の英語教育の動向を踏まえて,英語教育に関する次の
講義及び演習を行う：（午前）第二言語習得研究における効
果的な語彙学習やリーディング指導について；（午後）協同
学習とファシリテーション技術を活用した主体的・対話的で
深い学びを実現する英語授業デザインについて（ワーク
ショップ形式で行う）

大場　浩正（大学院学校教育研究科教授）
長谷川　佑介（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月30日 教諭

小学校教諭,中学
校（英語科）教諭,
高等学校（英語
科）教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508734号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

73 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

上越教育大学
【選択】音楽科の教材研究と指導
法Ｂ（独唱,ピアノ,指揮の実技）

独唱・ピアノ・指揮の実践を通して,教育現場で生かすための
実技力を高める。独唱・ピアノは,それぞれ受講者が事前に
用意してきた作品を扱う。なお,ピアノは歌曲や合唱曲の伴
奏でも受講可能とする。指揮については,ピアノに向かって
指揮することで,合奏や合唱を指揮する際にみられる諸問題
を具体的に取り上げる。なお,独唱・ピアノは順次,個人及び
グループ単位で講習を行う。

長谷川　正規（大学院学校教育研究科准教授）
平野　俊介（大学院学校教育研究科教授）
上野　正人（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月30日 教諭

小学校教諭,中学
校（音楽科）教諭,
高等学校（音楽
科）教諭,特別支
援学校教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508735号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】デザイン,工作・工芸領域
についての教材内容と指導

最近のデザイン,工芸の動向と美術教育の動向を踏まえ,初
等・中等美術科の授業づくりを中心に教材研究,実技指導に
ついて実践的に解説する。デザインでは,デジタル機器,画像
処理ソフトウエアを使用したデザイン制作を通したデザイン
指導の捉え方を,工芸では素材を通じたワークショップに必
要な基礎知識と制作過程について解説,体験を行う。更にデ
ザイン,工作・工芸教育の今日的な意味とあり方に関する講
義を行う。

安部　泰（大学院学校教育研究科准教授）
兪　期天（大学院学校教育研究科助教）

新潟県上越市 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

（美術科）教諭,高
等学校（美術科・
工芸科）教諭向け

6,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508736号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】キャリアカウンセリングの
理論と実践

平成２９年３月告示の小・中学校の学習指導要領,平成３０
年３月告示の高等学校学習指導要領に示されたカウンセリ
ングの役割と可能性についてキャリア教育の視点から検討
していく。具体的にはキャリアカウンセリング場面（進路面
談,三者面談,保護者面談等）のロールプレイ等によって,すべ
ての教員に求められるキャリアカウンセリングの手法を身に
付ける。

山田　智之（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 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

向け

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508737号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】中学校国語科における学
習指導の実際と課題

中学校国語科において,言語力の育成と活用をどう進めたら
よいかをテーマとする。扱う内容は中学校を主とするが,本県
の義務制では,小学校及び中学校の校種において,専門に基
づく配置転換も積極的に行われていることから,小学校の教
員の中でも中高免の国語を習得している方も対象とする。そ
れらを踏まえ,最近の教育動向に関する理解を深めるととも
に,学習指導のあり方について実際の教材を用いながら実
践的な展開案を構築すること,及び,国語科書写指導の実際
について理解を深めることが本講習の目的である。

渡部　洋一郎（大学院学校教育研究科教授）
押木　秀樹（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月31日 教諭

小学校教諭,中学
校（国語科）教諭,
特別支援学校教

諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508738号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】理科教育学研究（理科の
評価論,学習指導要領に対応した
授業論など）

午前中の授業は,形成的評価を取り入れた理科授業の作り
方について,基礎的な内容を,受講者の皆さんと検討します。
午後の授業は,理科教育学の基礎理論や,学習指導要領改
訂の動向に基づき,資質・能力を育むための理科授業を設
計・実施する際の留意点について考察するとともに,実践的
指導力の向上を図ることを目的とします。

古屋　光一（大学院学校教育研究科教授）
山田　貴之（大学院学校教育研究科講師）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校教諭,中学
校（理科）教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508739号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】生活を知る・見つめる・創
る・育む

この講義では,家庭科の授業の構想と実践に役立つ情報を
提供することを目指す。そのために,家族・家庭・生活に関す
る現代的な内容やトピックを織り交ぜた具体的な講義及び
演習を行う。

佐藤　ゆかり（大学院学校教育研究科准教授）
光永　伸一郎（大学院学校教育研究科教授）
吉澤　千夏（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭,小学
校教諭,中学校

（家庭科）教諭,高
等学校（家庭科）
教諭,特別支援学
校教諭,養護教諭,

栄養教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508740号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】美術教育の教材と指導法
（概論）

主に以下の内容で行いますが,取り上げる教材等について
は変更する場合があります。１．学習指導要領の変遷と改
訂２．表現（造形遊び他）と鑑賞の教材３．美術館と作品鑑
賞４．教材開発に向けてのワークショップ５．認定試験

五十嵐　史帆（大学院学校教育研究科准教授）
阿部　靖子（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年7月31日 教諭

幼稚園教諭,小学
校教諭,中学校

（美術科）教諭,特
別支援学校教諭

向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508741号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

上越教育大学
【選択】英語の指導法及び関連分
野（英語学）

(1)読む・書く・聞く・話すの4技能を支える文法とはどのような
ものなのかについて言語学からの知見を紹介するとともに,
コミュニカティブ・アプローチの下での文法指導について実
践も紹介しながら考察を加える。(2)英語を話すうえで,英語
の音声体系について理解することは不可欠である。本講習
では,英語の発音 (子音,母音,韻律)・方言・綴り字について実
践を交えながら理解する。

野地　美幸（大学院学校教育研究科教授）
橋本　大樹（東京大学教養学部附属グローバル
コミュニケーション研究センター　助教）

新潟県上越市 6時間 令和2年8月3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16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508742号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】体育の指導法（ボール運
動・球技,器械運動）

体育科,保健体育科におけるボール運動及び球技（榊原）と
器械運動（周東）に関する基本的認識や最新情報を解説す
る。「ボール運動及び球技」では実技を通して教材開発の視
点について解説する。「器械運動の指導と観察」では実技お
よび講義を通して,動きを促発する指導方法について解説す
る。

榊原　潔（大学院学校教育研究科准教授）
周東　和好（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年8月3日 教諭
小学校教諭,中学
校（保健体育科）

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508743号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】集団づくりにおける特別
活動の活用

特別活動の領域(学級活動,児童会・生徒会活動・学校行事,
（クラブ活動））における活動内容について概説を行う。また,
それを踏まえて,教育実践における集団づくりへの活用を図
るための活動の実際の様子や活動を行う際の悩み等につ
いて,事例をもとにしながら授業を行う。

高橋　知己（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 6時間 令和2年8月3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,
特別支援学校教
諭,養護教諭,栄養

教諭向け

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508744号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】視覚障害のある子どもの
理解と指導・支援

まず初めに,視覚障害の生理,心理,病理に関する基礎的知
見を整理し,視覚障害児及び視覚・重複障害児の様相につ
いて理解する。次に,これらの子ども達への視覚障害や重複
障害の有無に応じたきめ細やかな指導・支援について,具体
的内容と方法について学んでいく。

佐藤　将朗（大学院学校教育研究科准教授） 新潟県上越市 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

教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508745号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】「技術とものづくり」と「電
子回路と制御」に関する指導と教
材開発

「技術とものづくり」と「電子回路と制御」教育における生徒
の意欲を高める学習指導について，近年の知見などを含め
て考察する。特に，「技術とものづくり」と「電子回路と制御」
教育の教材開発に関する基礎的知識と，教材を用いた指導
を構想するための基礎的知識の理解を目標とする。

東原　貴志（大学院学校教育研究科准教授）
岡島　佑介（大学院学校教育研究科助教）

新潟県上越市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校教諭,中学
校（技術科）教諭

向け
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508746号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】「情報とプログラミング」教
育に関する指導と教材開発

「情報とプログラミング」教育における生徒の意欲を高める
学習指導について，近年の知見などを含めて考察する。情
報とプログラミング教育について，教材開発に関する基礎的
知識と，教材を用いた指導を構想するための基礎的知識の
理解を目標とする。本講習では，小学校・中学校（技術）で
行われる「情報とプログラミング教育」を取り上げる。

大森　康正（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校教諭,中学
校（技術科）教諭

向け
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508747号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】小・中学校における発達
障害等のある児童生徒の理解と
対応

学習指導要領等の方向性を踏まえながら,小・中学校におけ
る特別支援教育について考える。校内体制の構築や授業,
学級経営等の指導について計画し,教材等を作成し意見交
換を行う。

関原　真紀（大学院学校教育研究科准教授） 新潟県上越市 6時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭,中学
校教諭,養護教諭,

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20日

令02-
10038-
508748号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】言語・コミュニケーション障
害のある子どもの理解と支援

本講義では,構音障害,吃音,言語発達遅滞等による学習上
又は生活上の困難のある幼児児童生徒を対象とした教育
において必要とされる,教育課程,指導法について概説する。
さらに,通級による指導で課題となっている発達障害等の障
害を併せ有する言語障害のある幼児児童生徒の指導,教
師・保護者・関連機関等との連携について,基礎的な知識の
習得を目指す。

藤井　和子（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 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

教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508749号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

上越教育大学 【選択】「こころ」と「からだ」の健康

ストレッサーやストレスの適切な理解とさまざまな対処行動
に関する理論的理解を深めます。受講者自身と児童生徒の
実態とかかわり方を今年度は幼稚園と小学校・中学校と高
等学校の2つのグループに分かれ,受講生のみなさんで話し
合い,全体での討議の時間をもちます。その後心身のヘル
ス・プロモーション（リラクセーション）を体験的に学び,日常生
活での活用と教育実践への応用を学ぶ内容です。

五十嵐　透子（大学院学校教育研究科教授）
山本　隆一郎（江戸川大学　社会学部准教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年8月11日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭,小学
校教諭,中学校教
諭,高等学校教諭,
特別支援学校教
諭,養護教諭向け

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508750号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】小学校国語科における文
学教材の読解法

小学校国語科における教材解釈のあり方を各社の教科書
に載録されているものを中心に具体的に説明します。講習
では,最近の教育動向に関する理解を深めることも同時に行
い,その上で,文学的な文章教材を素材に,教材解釈の方法
について理解を深めることを目的としています。

渡部　洋一郎（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 6時間 令和2年8月11日 教諭
小学校教諭,特別
支援学校教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508751号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】児童・生徒の健康のため
の学校における食育の推進

学校における食育の重要性が高まり,その中核となる栄養教
諭の資質の向上が求められている。本講習では「学校にお
ける食育の推進」「子どもの健康と食生活・生活習慣」「食物
アレルギーの理解と対応」「運動と栄養」「栄養管理で考える
学校給食」について最新の情報を提供するとともに,先進的
な取り組み事例を学ぶことで,学校現場で活かせる食育に関
する知識・技術を習得することを目的とする。

野口　孝則（大学院学校教育研究科教授）
上野　光博（大学院学校教育研究科教授）
池川　茂樹（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年8月17日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508752号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】子どもの健康課題とその
対応

最新の子どもの健康課題について,まず医科学の観点から
理論と現状を押さえ,次に学校現場での対応の実際につい
て演習する。午前は熱中症対策と児童虐待について講義を
行う。午後は感染症を中心に講義と演習を行う。

上野　光博（大学院学校教育研究科教授）
池川　茂樹（大学院学校教育研究科准教授）
留目　宏美（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年8月17日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508753号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学 【選択】性の多様性の理解と対応

性の多様性に関する適切な理解を深め,児童生徒の理解と
対応に必要となることを学びます。加えて,教育現場での“異
性愛”や男性-女性の2区分を前提とした教育の課題ととも
に,教育者自身の性の多様な状態に対する感情と関連要因
の理解と課題も考えることを行います。教育現場で求められ
ている対応と実際,状態を話してくれた時の対応も一緒に考
えてみたいと思います。

五十嵐　透子（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 6時間 令和2年8月17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 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508754号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】学校・家庭・地域の連携で
すすめる食育

学校における食育の重要性が高まり,その中核となる栄養教
諭の資質の向上が求められている。本講習では「児童・生
徒の実態把握に基づく食育の計画・実施・評価」「食の生産・
加工・流通・消費」「食を通じた国際理解と和食の文化」「学
校・家庭・地域の連携ですすめる食育」について最新の情報
を提供するとともに,先進的な取り組み事例を学ぶことで栄
養教諭として学校現場で活かせる知識・技術を習得すること
を目的とする。

野口　孝則（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 6時間 令和2年8月18日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508755号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】学校における食育実践の
評価・改善

学校における食育の重要性が高まり,その中核となる栄養教
諭の資質の向上が求められている。本講習では「学校給食
管理と食に関する指導の効果的な進め方」「食育の評価の
対象と評価指標」「学校における食育の評価の手法」などに
関する先進的な取り組み事例を学び,自らも演習を通じて技
術を修得することによって栄養教諭として学校現場で活か
せる知識・技術を習得することを目的とする。

野口　孝則（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 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4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508756号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】数と図形に関する基礎教
養

中学校及び高等学校で学習する内容の背景となる数学の
理解を図る。前半は,ユークリッドの互除法について解説す
る。応用として,対称な有限連分数と2つの平方数の和につ
いても解説する。後半は,ユークリッド幾何学を公理論的立
場から見つめ直すとともに,平面の合同変換について解説す
る。

中川　仁（大学院学校教育研究科教授）
斎藤　敏夫（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年8月19日 教諭

中学校（数学科）
教諭,高等学校

（数学科）教諭向
け

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508757号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

上越教育大学 【選択】社会科教育実践論

小中学校の社会科授業において必要とされる授業観察,ICT
活用,批判的思考,教材作成,協働性の５つを中心に取り上げ,
具体的な実践例と共にそれらの理論的背景や今後の社会
的要請と結びつけて活動的に学ぶ1日とします。

阿部　隆幸（大学院学校教育研究科准教授）
大島　崇行（大学院学校教育研究科准教授）
榊原　範久（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県上越市 6時間 令和2年8月24日 教諭
小学校教諭,中学
校（社会科）教諭

向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508758号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】集団づくりにおける特別
活動の活用

特別活動の領域(学級活動,児童会・生徒会活動・学校行事,
（クラブ活動））における活動内容について概説を行う。また,
それを踏まえて,教育実践における集団づくりへの活用を図
るための活動の実際の様子や活動を行う際の悩み等につ
いて,事例をもとにしながら授業を行う。

高橋　知己（大学院学校教育研究科教授） 新潟県長岡市 6時間 令和2年7月30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,
特別支援学校教
諭,養護教諭,栄養

教諭向け

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508759号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】中学校・高等学校国語科
の音声言語表現活動をとり入れ
た授業デザイン

国語科授業における言語活動の充実を目指し,本講習では
音声言語表現活動の理論と実践を学びます。受講者には,
音声言語活動であるスピーチや群読を実践してもらい,自ら
の活動を理論とともにふりかえることで,子どもの将来に生き
る,「社会に開かれた」国語科授業デザイン作りを体験しま
す。主に古典作品を扱うので,「中学校,高等学校国語科」とし
ていますが,古典作品に興味がある小学校の先生の参加も
可能です。

片桐　史裕（大学院学校教育研究科准教授） 新潟県長岡市 6時間 令和2年7月31日 教諭

小学校教諭,中学
校（国語科）教諭,
高等学校（国語
科）教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508760号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】キャリアカウンセリングの
理論と実践

平成２９年３月告示の小・中学校の学習指導要領,平成３０
年３月告示の高等学校学習指導要領に示されたカウンセリ
ングの役割と可能性についてキャリア教育の視点から検討
していく。具体的にはキャリアカウンセリング場面（進路面
談,三者面談,保護者面談等）のロールプレイ等によって,すべ
ての教員に求められるキャリアカウンセリングの手法を身に
付ける。

山田　智之（大学院学校教育研究科教授） 新潟県長岡市 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20日

令02-
10038-
508761号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】理科教育学研究（理科の
評価論,学習指導要領に対応した
授業論など）

午前中の授業は,形成的評価を取り入れた理科授業の作り
方について,基礎的な内容を,受講者の皆さんと検討します。
午後の授業は,理科教育学の基礎理論や,学習指導要領改
訂の動向に基づき,資質・能力を育むための理科授業を設
計・実施する際の留意点について考察するとともに,実践的
指導力の向上を図ることを目的とします。

古屋　光一（大学院学校教育研究科教授）
山田　貴之（大学院学校教育研究科講師）

新潟県長岡市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校教諭,中学
校（理科）教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508762号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】役割演技による道徳授業
の進め方（監督としての授業者の
役割）

「特別の教科道徳」で「質の高い多様な指導方法」の一つと
してその活用が期待される役割演技は,教科学習で日常的
に用いられているわけではないため,誤解や困難さがある。
そこで,演者の選び方や,演じた後の話し合いの方法等,監督
としての授業者の役割などの具体について,役割演技による
道徳授業づくりを通して実感的に理解し,役割演技による道
徳授業の展開や評価が適切にできるようにする。

早川　裕隆（大学院学校教育研究科教授） 新潟県長岡市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校教諭,中学

校教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508763号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】集団づくりにおける特別
活動の活用

特別活動の領域(学級活動,児童会・生徒会活動・学校行事,
（クラブ活動））における活動内容について概説を行う。また,
それを踏まえて,教育実践における集団づくりへの活用を図
るための活動の実際の様子や活動を行う際の悩み等につ
いて,事例をもとにしながら授業を行う。

高橋　知己（大学院学校教育研究科教授） 新潟県長岡市 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

教諭向け

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508764号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】育てる生徒指導・学校教
育相談の基礎

21世紀型能力(21世紀を生き抜く力)を育む手立てを,育てる
生徒指導の視点から考えていきます。生徒指導の今日的ト
ピックでもあるいじめ問題にも触れながら,予防的・開発的生
徒指導の方法,換言すれば良好な関係性のある学級の育成
について,アクティブ・ラーニングを交えながら考察していきま
す。

稲垣　応顕（大学院学校教育研究科教授） 新潟県長岡市 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,養護教諭向

け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508765号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

上越教育大学
【選択】小学校国語科における文
学教材の読解法

小学校国語科における教材解釈のあり方を各社の教科書
に載録されているものを中心に具体的に説明します。講習
では,最近の教育動向に関する理解を深めることも同時に行
い,その上で,文学的な文章教材を素材に,教材解釈の方法
について理解を深めることを目的としています。

渡部　洋一郎（大学院学校教育研究科教授） 新潟県長岡市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校教諭,特別
支援学校教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508766号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】小・中学校における説明
的文章教材の読解法

小学校や中学校における実際の国語教科書に掲載されて
いる教材をもとに,具体的な読解の方法について説明を加え
ます。教材は特定の教科書だけでなく,複数の教科書会社の
ものを使って行います。また,内容は実際の授業に活かせる
ようなことを目指します。

渡部　洋一郎（大学院学校教育研究科教授） 新潟県長岡市 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,
特別支援学校教

諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508767号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】中学校数学科の授業改
善に向けた教材開発とその演習

学習指導要領等の方向性を踏まえながら,中学校数学科の
授業改善に向けた教材開発について共に考える。具体的な
教材アレンジを例示する。参加者がグループになり,教科書
教材をアレンジする演習の時間を設ける。また,それぞれの
グループのアレンジ教材を共有する場面を設定し,意見交換
を行う。

松沢　要一（大学院学校教育研究科教授） 新潟県長岡市 6時間 令和2年8月17日 教諭
中学校（数学科）

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508768号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】国語科における「深い学
び」の教材開発

国語科における「主体的・対話的で深い学び」を実現するた
めの文学を中心とした教材開発に挑戦します。前半は,具体
的な教材を事例として読みの交流を体験しながら「深い学
び」とは何かについて考察します。後半は,グループごとに詩
集や絵本などを教材とした学習デザインを考案し,その有効
性について検討します。

佐藤　多佳子（大学院学校教育研究科教授） 新潟県長岡市 6時間 令和2年8月19日 教諭

小学校教諭,中学
校（国語科）教諭,
高等学校（国語
科）教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508769号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】小学校国語科における授
業づくりと教材研究

本講習では,国語科教育の理論と実践それぞれについての
再確認を行いながら,小学校国語科においてどのように授業
をデザインし,話し聞く・書く・読むに関する教材研究を進めれ
ばよいかについて事例をもとに概説します。また,新学習指
導要領の内容と合わせ,最近の教育動向とともに,書写指導
の今日的なあり方について理解を深めます。

迎　勝彦（大学院学校教育研究科准教授）
押木　秀樹（大学院学校教育研究科教授）

新潟県長岡市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校教諭,特別
支援学校教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508770号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学 【選択】社会科教育実践論

小中学校の社会科授業において必要とされる授業観察,ICT
活用,批判的思考,教材作成,協働性の５つを中心に取り上げ,
具体的な実践例と共にそれらの理論的背景や今後の社会
的要請と結びつけて活動的に学ぶ1日とします。

阿部　隆幸（大学院学校教育研究科准教授）
大島　崇行（大学院学校教育研究科准教授）
榊原　範久（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県長岡市 6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校教諭,中学
校（社会科）教諭

向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508771号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】特別支援教育の基本的
理解 (困難の改善･克服に向けた
指導･支援)

本講習では,はじめに特別支援教育やインクルーシブな教育
の概念及び推進状況並びに課題等について概説する。ま
た,特別な支援が必要な子どもたちが有する学習上や生活
上の困難とその改善・克服に関する基本的な考え方を論述
する。その上で,個々の困難の改善・克服に向けた個別の指
導計画等の作成・活用及び指導上の配慮（合理的配慮）の
設定等について,演習を行いながら理解が深められるように
する。

笠原　芳隆（大学院学校教育研究科教授） 新潟県村上市 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

教諭向け

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508772号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】集団づくりにおける特別
活動の活用

特別活動の領域(学級活動,児童会・生徒会活動・学校行事,
（クラブ活動））における活動内容について概説を行う。また,
それを踏まえて,教育実践における集団づくりへの活用を図
るための活動の実際の様子や活動を行う際の悩み等につ
いて,事例をもとにしながら授業を行う。

高橋　知己（大学院学校教育研究科教授） 新潟県佐渡市 6時間 令和2年7月27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,
特別支援学校教
諭,養護教諭,栄養

教諭向け

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508773号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

上越教育大学
【選択】いじめ問題・不登校(登校
拒否)の予防と対応―育てる生徒
指導の視点から―

今日,なお深刻な問題であり続けるいじめ問題と,再び増加の
傾向を示した不登校(登校拒否)問題に焦点を当てた講習で
す。児童生徒の心理的状況を中心に,個別また集団を対象
とした予防と対応,そこで求められる教師のビリーフ(哲学・信
念)とアクティビティー(指導・支援の方法)を,生徒指導と学校
教育相談の理論と実践(グループワーク)の往還により学び
合い考えていきます。

稲垣　応顕（大学院学校教育研究科教授） 新潟県佐渡市 6時間 令和2年7月29日
教諭

養護教
諭

小学校教諭,中学
校教諭,高等学校
教諭,養護教諭向

け

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508774号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学 【選択】社会科教育実践論

小中学校の社会科授業において必要とされる授業観察,ICT
活用,批判的思考,教材作成,協働性の５つを中心に取り上げ,
具体的な実践例と共にそれらの理論的背景や今後の社会
的要請と結びつけて活動的に学ぶ1日とします。

阿部　隆幸（大学院学校教育研究科准教授）
大島　崇行（大学院学校教育研究科准教授）
榊原　範久（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県佐渡市 6時間 令和2年7月30日 教諭
小学校教諭,中学
校（社会科）教諭

向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月20日

令02-
10038-
508775号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

山梨大学

【選択】「確率・統計分野における
算数・数学的な見方」・「思考力・
判断力・表現力を育む算数科の
学習指導」

①　さまざまな見方により種々の算数・数学的概念がつなが
り、新たな展望が開ける。このことを小・中・高で扱う確率・統
計分野の具体的事例を通して考えてみる。幼稚園教諭にも
小中高の算数・数学科で行われている教材研究を理解して
もらうことで園児への系統的な指導へつなげることを意図し
ている。
②　算数科の問題解決授業を数学的な見方・考え方の視点
で見直し、具体的事例を通して、思考力・判断力・表現力を
育む算数科の指導と評価のポイントを解説する。

中村　宗敬（大学院総合研究部教育学域准教
授）
早川　健（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 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

校の教諭 （算数・
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3日

令02-
10043-
509377号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「教育の情報化に対応す
る知識と指導」・「ＩＣＴ活用とカリ
キュラムマネジメント」

①　「教育の情報化に関する手引き」をもとに、校務の情報
化と情報セキュリティの知識を深め、多忙化の解消や個人
情報等の適切な取扱の能力を高める。また、情報モラル教
育と情報端末指導の具体的な実践力を身に付ける。
②　授業におけるＩＣＴ活用の具体的事例を学び、指導方法
の改善と学力の向上について考える。また、学校体制づくり
において、今日的な教育課題とＩＣＴ活用をどのように融合さ
せていくか、学校経営方針の中でのＩＣＴ活用の在り方を考
える。

中島　浩三（山梨県総合教育センター　主幹・指
導主事）
岡田　幸久（山梨県総合教育センター　主査・指
導主事）

山梨県甲府市 6時間 令和2年7月18日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509378号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「英語リスニング技能のメ
カニズムと指導・訓練方法」・「英
語教育とアメリカ文学」

①　英語のリスニング技能について、音声の情報処理のメカ
ニズムや学習者が英語を聴き取ることの困難の理由、さら
には困難点別の指導法や訓練方法を概観する。リスニング
のストラテジー指導の意義についてもふれる。
②　英語教育とアメリカ文学・文化のかかわりについて解説
するとともに、授業にどのように取り入れるか実践、応用に
ついて考える。特に人名、反復、象徴、多義性などに注意を
払い、そこから読み取れる意味の可能性を探る。

古家　貴雄（大学院総合研究部教育学域教授）
奥村　直史（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 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
校の教諭 （英語

科教諭向け）

6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509379号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学

【選択】「金管楽器の進化から眺
める音楽史概観」・「音楽のまとま
りを考え、総合音楽力を高めま
しょう」

①　中世・ルネッサンス時代に直接的起源を持つ金管楽器
は、常にダイナミックな方向へ進化を続けてきた。その歴史
を紐解き、時代ごとに「求められる音楽」がどのように変化し
てきたかを実演なども交えて再認識する。そして、「音楽表
現のあるべき姿」について模索し、教材や授業での表現指
導の糧としたい。
②　古今東西の様々な曲を題材に、音楽の成り立ちや様式
などを確認しながら、作品の聴き方を考えてみる。また同時
に、基本的な音楽理論を復習する機会にしたい。

大内　邦靖（大学院総合研究部教育学域教授）
藤原　嘉文（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校、高等学
校の教諭 （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3日

令02-
10043-
509380号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山梨大学
【選択】「中学高校の理数知識で
見直す小学校理科」・「理科指導
のあり方」

①　力、エネルギー、電気など、小学校の段階では分かり易
さを優先して曖昧または不正確な説明に止まらざるを得な
い重要な概念を、中学高校の理科・数学の知識で見直すこ
とでより明確に理解します。高校２年で習うレベルの微分積
分の知識を前提にした講義です。
②　小中学校理科における望ましい学習指導方法について
取り上げるとともに、児童・生徒の認識や教材研究などにつ
いても具体的に触れていく。

長島　礼人（大学院総合研究部教育学域准教
授）
佐々木　智謙（大学院総合研究部教育学域助
教）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭
（理科教諭向け）

6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509381号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「健やかな体を育む教育
のあり方」・「身体の文化論」

①　今日の子どもの体の問題、特に体力・運動能力の低下
の実態とその背景を踏まえ、園や学校で実践すべき教育の
あり方について考える。新学習指導要領にも焦点を当て、
事例をもとに解説する。
②　身体という側面から近代の特徴を概観し、これまでの教
育が目指してきたものとこれから必要となるであろうことを整
理する。そして体育、保健体育に限らず教育での身体への
働きかけがいかに重要であるかを理解する。

中村　和彦（大学院総合研究部教育学域教授）
加藤　朋之（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 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 （体育
科、保健体育科

教諭向け）

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509382号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「伝統的な日本語と言語
文化を考える」・「文学作品の教
材価値と学習のあり方」

①　教科書に出てくる古典文学作品（例えば、枕草子や徒
然草など）を用いて、日本語の移り変わりにふれながら、伝
統的な日本語と言語文化について解説し、古典教材の「見
えない魅力」を引き出すことを考える。
②　国語科担当教員に向けて、文学作品がどのような教材
価値を有するのかについて、小中高の教材各一編をとりあ
げ具体的な教材研究を示しつつ解説し、さらに学習課題を
どのように構想するかについて提起する。

長谷川　千秋（大学院総合研究部教育学域教
授）
齋藤　知也（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 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
支援学校の教諭
（国語科教諭向

け）

6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509383号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学

【選択】「古代史研究の最前線 －
歴史的思考力を養うために－」・
「立憲主義の現代的意義と憲法
について考える」

①　日本古代史研究についての最新の研究成果を紹介しな
がら、教科書の記述を主体的かつ多角的に検討し、歴史的
思考力を養うために必要なことは何かを考える。
②　本講習では、立憲主義の古典的意義を踏まえたうえで、
現代日本における憲法と立憲主義の意義と課題について考
えたい。立憲主義は、市民社会の維持・発展のために、必
要不可欠である。このため、本講座で扱う内容は、「よき教
師」として必須なだけではなく、「よき市民」であるためにも重
要である。このため、全ての校種の教諭の受講を歓迎する。

大隅　清陽（大学院総合研究部教育学域教授）
森元　拓（大学院総合研究部教育学域准教授）

山梨県甲府市 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 （社会

科教諭向け）

6,000円 75人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509384号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「植物の多様性と進化」・
「身近な化学を考える」

①　緑藻類から陸上植物へ続く緑色植物の系統と、それ以
外の紅藻類や褐藻類の系統など、海藻類を含めた植物（酸
素発生型光合成生物）について、多様性と進化の観点から
概説する。
②　化学は身近にあふれている。化学という学問がどのよう
な所でどのように役立っているかを理解することは、化学の
目を養う上で大きな助けになる。本講習では、私たちの生活
を豊かにする化学物質、化学現象に焦点を当てて、化学に
ついて考える。

芹澤　如比古（大学院総合研究部教育学域准
教授）
森長　久豊（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月7日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（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3日

令02-
10043-
509385号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山梨大学

【選択】「英語の語彙習得のメカニ
ズムと指導・訓練方法」・「小学校
外国語教育におけるインプット及
びテキスト分析」

①　英語の語彙習得全般について考える。英語習得におけ
る語彙学習の重要性、語彙学習の方法についての紹介、語
彙の記憶において大切なこと、例えば、リハーサル法につい
て、さらには未知語推測に関する研究成果についても触れ
る。
②　本講習では、初等中等教育の外国語教育における理解
可能なインプットについて考えます。（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、小学校外国語教育
で使用されたテキストの特徴を議論によって明らかにし、小
学校外国語教育と中学校、高等学校における外国語教育と
の関わりについて考えます。

古家　貴雄（大学院総合研究部教育学域教授）
田中　武夫（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月7日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（英語科教諭向

け）

6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509386号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「日本の古典文学」・「国
語科教育における『読むこと』領
域の役割とは？」

①　日本の古典文学の読み方を考える。文法、現代語訳に
加えて、文学史や時代背景を踏まえることにより、作品を生
き生きと伝える方法を探る。
②　新学習指導要領全面実施を踏まえ、国語科教育の中で
文学的文章（古典を含む）及び説明的文章を扱う「読むこと」
領域の役割と、「主体的、対話的で深い学び」による変化
を、具体的な教材を通して考え、実践的知見を得る。

池田　尚隆（大学院総合研究部教育学域教授）
茅野　政徳（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月11日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（国語科教諭向

け）

6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509387号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学

【選択】「社会に開かれた教育課
程に向けた社会系教科の授業改
善」・「公民教育の中の経済：関
心と立場で変わる経済の見え方」

①　教員による主体的な授業づくりと改善が求められてい
る。本講習では、社会科授業改善のタイプを整理した上で、
特に社会に開かれた教育課程に向けて授業を変えていく方
法について、受講者同士の交流も交えつつ考える。
②　社会科教育における基本的な語句の意味をそれぞれ、
また相互や総合的に確認する作業を通じて、社会科で公民
教育の一環として、経済を扱うことの意義を確認する。

後藤　賢次郎（大学院総合研究部教育学域准
教授）
宇多　賢治郎（大学院総合研究部教育学域准
教授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月11日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（社会科教諭向

け）

6,000円 75人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509388号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学

【選択】「意見産出の心理学」・
「道徳教育はいじめ防止につな
がるか―発達臨床心理学の視点
から考えてみよう」

①　意見文などの作文・小論文、議論・討論など、学校で行
われる意見産出のプロセスと、そこから得られる学びについ
て心理学の理論的・実践的知見をふまえて考えていく。あわ
せて、意見産出を支援する方法について最新の研究知見か
ら学ぶ。
②　道徳教育の主目的のひとつにいじめの防止が掲げられ
ているが、現場では戸惑いも見られる。本講習では発達臨
床心理学に基づき、子ども視点からのいじめ理解に焦点を
あて、いじめと道徳教育の関連を捉え直す。

小野田　亮介（大学院総合研究部教育学域准
教授）
若本　純子（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月12日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学

校の教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509389号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「家庭科における消費者
教育」・「服飾の原点となる技術-
糸から布へ-」

①　新学習指導要領を踏まえて、小・中・高校の家庭科にお
ける消費者教育の内容や体系的な指導方法について理解
する。消費者市民社会の実現を目指し、事例や教材の活用
を通して、授業実践について具体的に考える。
②　衣料品に溢れ、衣服に関する様々な情報が容易に入手
できる現代、却って衣服の成り立ちや価値が実感できなく
なってきている。本講習では、服飾の原点となる技術を取り
上げ、体験を交えながら衣生活との関連を考える。

神山　久美（大学院総合研究部教育学域准教
授）
岡松　恵（大学院総合研究部教育学域准教授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月12日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（家庭科教諭向

け）

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509390号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「乳幼児期の学びと保育
評価」・「子どもの育ちと保育の評
価」

①　近年の保育・幼児教育においては、乳幼児期における
「学び」が着目されている。本講習では、乳幼児期における
学びの構造や遊びにおける子どもの姿を踏まえながら、乳
幼児の「学び」をみとる保育評価について考える。
②　新要領・指針では、PDCAサイクルと「幼児期の終わりま
でに育って欲しい姿」が導入されたが、本講習では、実践記
録と子どもの発達要求の解釈、保育者の願いとを絡め合わ
せて、育ちと評価のあり方を考える。

大野　歩（大学院総合研究部教育学域准教授）
秋山　麻実（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園の教諭 6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509391号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山梨大学

【選択】「子どもが自らの力を発揮
する図画工作科教育のあり方」・
「絵に表す活動の題材設定と評
価」

①　図画工作科において、子供の主体的な学びを実現する
論理を解説し、授業改善の視点を提示する。その際には、
子供の感覚の働きに焦点を当て考察する。また、簡単な実
技も行う。
②　絵に表す活動を通して、児童・生徒に何をどのように伝
えるのかということが題材設定において重要である。児童・
生徒の絵がどのような意図から制作過程を経て表したもの
なのか、事例を紹介し、演習も含めて考える。

新野　貴則（大学院総合研究部教育学域准教
授）
井坂　健一郎（大学院総合研究部教育学域教
授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月18日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（図工・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3日

令02-
10043-
509392号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学

【選択】「学習面に困難を示す子
どものアセスメントと支援法」・「応
用行動分析（ABA）に基づく子ど
もの理解と支援」

①　学習面に困難のある子どものアセスメントの内容と活用
方法について解説する。そして、事例から得意な認知スタイ
ルを生かした支援方法についての理解を深め、実際の子ど
もに活用できる教材や支援法について検討する。
②　子どもの行動を、性格や特性だけでなく環境との関わり
の中で理解する応用行動分析（ABA）の基本的な考え方を
解説する。学校における不適応を「発達障害」のせいにしな
いで支援するためのアイディアを考える。

永田　真吾（大学院総合研究部教育学域准教
授）
松下　浩之（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月19日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学

校の教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509393号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「新学習指導要領の理解
と実践」・「日本における健康問
題とその対策」

①　新学習指導要領における体育・保健体育に関する理解
を深めるとともに、具体的な事例をもとに新学習指導要領に
即した授業づくりについて考える。
②　日本では高齢化がさらに進行するため、単に長生きす
るのではなく健康寿命を延伸することの重要性が高まってい
る。そこで主に生活習慣病について取り上げ、現代における
日本の健康問題とその対策について考える。

金沢　翔一（大学院総合研究部教育学域准教
授）
安藤　大輔（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月19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 （体育
科、保健体育科

教諭向け）

6,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年5月3日

令02-
10043-
509394号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学

【選択】「いまさら人に聞けない磁
石の基本から最新磁石の情報ま
で」・「エネルギーの技術と超小型
電動車の構想設計」

①　磁石の基本的なことから、身近な応用例までをわかりや
すく解説する。また間違った磁石の認識についても触れる。
②　熱機関や電動機などを取り上げ、エネルギーの技術を
概観する。また、これらを踏まえた上で、超小型電動車につ
いて、動力伝達などを中心に、その構想設計例を学習して、
エネルギー変換の技術に関する知識を深める。

佐藤　博（大学院総合研究部教育学域教授）
林　丈晴（大学院総合研究部教育学域准教授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校、中学校
の教諭 （技術科

教諭向け）
6,000円 45人

令和2年4月16日～
令和2年5月3日

令02-
10043-
509395号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「学校で扱う数や図形の
数学的背景」・「算数科・数学科
の教材研究」

①　教科書で扱われている内容の学術的背景や発展的話
題を解説する。時間があれば、未解決問題や、暗号理論等
の実社会に応用されている数学についても紹介したい。
②　小・中・高の算数・数学科の指導内容を体系的に捉えた
教材研究の具体について探っていく。幼稚園教諭にも算数・
数学科で行われている教材研究を理解してもらうことによ
り、園児が小学校へスムーズに入学できるようにすることを
意図している。

小池　健二（大学院総合研究部教育学域准教
授）
清水　宏幸（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 6時間 令和2年8月20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 （算

数、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3日

令02-
10043-
509396号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

信州大学
【選択】整数の応用～暗号の作
成と解読～

　本講習は、高校で学ぶ整数の性質を利用して、暗号の仕
組みを理解することを目標にします。そのため、主な受講対
象者は数学に関する指導の充実を図ろうとする教諭、また
関連領域の教科を担当する教諭を中心に想定しています。
講習は講義だけでなく演習を交えた構成となります。

松澤　泰道（学術研究院教育学系助教）
鈴木　章斗（学術研究院工学系准教授）
大野　博道（学術研究院工学系准教授）

長野県長野市 6時間 令和2年7月4日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（算数・数学・技
術・情報・工業）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508617号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】乳幼児期の言語・認知・
社会性

　本講習は、乳幼児の言語と認知、及び社会性の発達に関
する最新の研究成果、動向等について理解し、幼児教育の
指導に活用できることを目標にします。そのため、主な受講
対象者は幼児の発達の理解に関する指導の充実を図ろうと
する教諭、また関連領域の指導を担当する教諭を中心に想
定しています。また幼児教育にとらわれず、乳幼児の発達
に関心のある教諭の受入れも可能です。

水口　崇（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和2年7月4日 教諭
幼稚園、小学校
の教諭、保育教

諭
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508618号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学

【選択】開発途上国の子どもたち
の健康と環境―学校保健、健康
教育の世界的潮流とエコヘルス
教育導入の試み―

　本講習では、１）アジア・アフリカの開発途上国の教育・医
療現場での国際協力活動・フィールド研究の体験、２）国際
協力に関する基礎知識、国際的な学校保健活動に関する
最新の研究成果等を紹介します。また、３）ワークショップ、
グループ討議等をとおして、開発途上国の子どもの健康や
環境の問題を取り巻く社会の現状を理解します。受講対象
者は、養護教諭、栄養教諭、健康、環境、国際理解教育等
に関心のある教諭を想定します。

友川　幸（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和2年7月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭（理科・
保健体育・家庭・
生活科）、保育教
諭、養護教諭、栄

養教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508619号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】金属結合及び金属材料の
基本特性

［講義内容］①物質構成の元になる原子、元素周期表　②
物資の結合（イオン結合、共有結合、金属結合、ファン・デ
ル・ワールス結合）　③金属結合の特徴及び自由電子　④
自由電子と金属材料の特性（機械・物理・化学）　⑤金属材
料の腐食・防食
［実験・実習内容］①金属間起電力の測定（金属結合及び自
由電子への理解）　②金属電池の作製　③電気回路を考案
し、金属電池によるLED・ブザー・モーターの駆動

佐藤　運海（学術研究院教育学系教授）
西　正明（学術研究院教育学系教授）

長野県長野市 6時間 令和2年7月5日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（理科・技術・工
業・総合学習）

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508620号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】鑑賞教育を学ぶ

　本講習では、平成29年版『小／中学習指導要領』に立脚
し、読解力育成・文化伝統理解・国際理解等の観点より重要
性が増した鑑賞領域（Ｂ鑑賞）と、鑑賞指導を行う上で有益
かつ実現可能な諸種メソッド（繋ぐ鑑賞、比較鑑賞、段階型
鑑賞法、ロール・プレイ等）を計画的に学びます。主な受講
対象者は、図画工作科で鑑賞教育を充実させたいと考える
小学校教諭、鑑賞教育に関心を持つ中学校・高等学校の美
術科教諭を想定しています。

岡田　匡史（学術研究院教育学系教授） 長野県長野市 6時間 令和2年7月11日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（美術）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508621号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】日本画画材の体験をとお
して日本的美について考える

　本講習は、日本的美意識の近代的変遷についての検討を
行う講義と、実際に水墨や筆などの日本画で用いられる画
材による実技実習をとおして、美術科における日本的題材
を扱った表現活動についての理解を深めることを目標としま
す。中学、高校の美術科では、墨を使った描画や「日本的美
意識」を主題とした題材が散見されます。本講習では、その
ような授業を実践するにあたっての、基本的知識や技能を
習得することを目指します。

間島　秀徳（学術研究院教育学系教授）
大島　賢一（学術研究院教育学系助教）

長野県長野市 6時間 令和2年7月12日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（美術）

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508622号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】河原の石ころから探る大
地の生い立ち　岩石鑑定入門

　本講習は、理科の中でも地学の内容を対象とします。岩石
を観察して、それらの特徴から鑑定ができるようになり、河
原の石ころ（岩石のかけら）と地質図を関連付けて理科の教
材として活用できるようになることを目標にします。主な受講
対象者は理科（地学）に関する指導の充実を図ろうとする教
諭、また関連領域を担当する教諭を想定しています。本講
習は室内の講義と河原でのフィールドワークを交えた構成と
なります。

竹下　欣宏（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（理科）
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508623号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】教員のための持続可能な
開発（SDGｓ）入門講習

　本講習は、持続可能な開発（ＳＤＧｓ）及びそれを推進する
ための教育（ＥＳＤ）についての基礎情報と、教育現場での
実践例の紹介により、 SDGｓ やＥＳＤに関する基礎的な知
識を身につけ、教育現場での実践に活用できるようになるこ
とを目標にします。そのため、主な受講対象者は、 SDGｓ に
取り組んでいる、または関心のある教諭を想定しています。
講習は、講義、演習、グループ討議などを交えた構成となり
ます。

友川　幸（学術研究院教育学系准教授）
渡辺　隆一（教育学部特任教授）

長野県長野市 6時間 令和2年8月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校の教諭、保育

教諭、養護教諭、
栄養教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508624号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】日本史の史料を読む―古
代・中世の史料を授業に活かす
ために―

　本講習は、日本史（古代～中世）の史料に関する読解方
法と研究動向等について理解し、社会科・地理歴史科にお
ける日本史分野の教科指導に活用できることを目標として
います。国史・古文書・古記録・木簡などの読解・活用に関
心があり、それらを利用して授業の充実を図ろうとする教諭
を、受講者として想定しています。講習は講義だけではなく、
実際に史料を読解する演習やグループ討議を交えた構成と
なります。

志村　佳名子（学術研究院教育学系助教） 長野県長野市 6時間 令和2年8月1日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（社会・地理歴

史）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508625号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】自ら進んで楽しく学べるプ
ログラミング授業の設計

　次期学習指導要領で導入されるプログラミング教育につい
て、プログラミング初心者の教諭でも運営可能な、子どもが
自ら進んで楽しく学べるプログラミング授業の設計について
学びます。子どもでも簡単に使えるプログラミング言語
Scratchについて操作を体験し、受講者同士で意見交換をし
ながら授業設計を考えます。また、プログラミング教育導入
の背景も簡潔に説明します。

島田　英昭（学術研究院教育学系教授）
森下　孟（学術研究院教育学系准教授）

長野県長野市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校、中学校

の教諭
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508626号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】小規模校・少人数学級の
ユニークな教育実践をデザインし
よう

　本講習は、少子・人口減少社会にともなって小規模校化す
る学校教育の在り方を、既存の価値観や従来の慣習にとら
われずに、20年後の地域と学校を考えながら実践的に考え
ていく講習です。
　フィンランドやオランダ、ニュージーランドなど教育刷新を
実行した教育先進国の事例を紹介するとともに、日本国内
のユニークな実践事例にもヒントを得て、子ども一人ひとり
が自律的に学ぶ力を身につける教育を考え合う構成となり
ます。

伏木　久始（学術研究院教育学系教授）
宮島　新（学術研究院教育学系准教授）

長野県長野市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508627号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】プログラミング的思考力を
育む環境と教材を体験し考察す
る

　2020年度より、小学校段階からプログラミング的な思考力
形成を目指しています。これに対応するための講習です。主
な受講対象者はプログラミング教育に関する指導の充実を
図ろうとする教諭、また関連領域の教科を担当する教諭を
中心に想定しています。また教科指導にとらわれず、何らか
の課題を考えることに関心のある教諭の受入れが可能で
す。講習は講義のみならず、グループ討議、演習方式を交
えた構成となります。

西　正明（学術研究院教育学系教授）
佐藤　運海（学術研究院教育学系教授）
川久保　英樹（学術研究院教育学系准教授）

長野県長野市 6時間 令和2年8月10日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭（算数・
数学・理科・技
術・情報・工業）

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508628号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】低温のフシギな世界

　本講習では、液体窒素（-196℃）を用いた様々な実験を体
験していただきます。小学校・中学校理科の「エネルギー」
「粒子」の内容に関係した、「物質の状態変化」や「電流」の
分野の題材を使って、低温環境下での実験を行うことで、エ
ネルギーや粒子の概念をさらに深く理解することを目指しま
す。また、超伝導の話題をとりあげ、最新の科学情報にも触
れます。

神原　浩（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（理科）
6,000円 28人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508629号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】ものづくりのための機械
工学―力学基礎講習―

　生活の中にある機械は、われわれに役立つ有効な力学的
仕事をしてくれます。本講習では、機械・道具に関する力学
的問題について学び、それらの知識を「ものづくり教育」に活
用することを目標とします。簡単な実験によって力の測定な
どを行い、理解を深めます。

川久保　英樹（学術研究院教育学系准教授）
西　正明（学術研究院教育学系教授）

長野県長野市 6時間 令和2年8月18日 教諭

中学校、高等学
校の教諭（理科・
技術・情報・工

業）

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508630号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

84 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学 【選択】障害児生理心理学

　本講習では、行動から捉えきれない障害児の心理理解や
発達評価、そして支援における、生理心理学の知見や手法
を現場で積極的に活用できることを目標とし、講義と生理測
定実習を行います。講義では、生理心理学の解説と、重症
心身障害児や発達障害児の研究成果を紹介します。また、
瞬目など、現場でも活用可能な方法を紹介します。
　特別支援学校教諭、養護教諭、幼稚園教諭、保育教諭を
対象とするが、生理心理学に関心のある方も受講可能とし
ます。

宮地　弘一郎（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和2年8月20日
教諭

養護教
諭

幼稚園、特別支
援学校の教諭

（特別支援）、保
育教諭、養護教

諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508631号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】食品の表示を読み解く

　本講習は、食品の表示に関する最新の動向等について理
解し、家庭科の教科指導に活用できることを目標にします。
そのため、主な受講対象者は家庭科に関する指導の充実を
図ろうとする教諭を想定しています。講習は講義のみなら
ず、グループ討議、演習方式を交えた構成となります。

高崎　禎子（学術研究院教育学系教授） 長野県長野市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（家庭）

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508632号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】体育好きを育てる楽しい
教材づくり

　児童生徒が体育好きになるための「楽しい教材づくり」につ
いて、スポーツ運動学の知見から理解し、体育の学習指導
に生かすことを目標にします。講義では、運動を身につける
プロセスから効果的な学習指導の在り方を考え、誰もが楽し
さを感じることのできる教材とは何か、教材づくりの原理や
方法、教師の関わり方について理解を深めます。講義をもと
に「楽しい教材」を実習することで、体験的に指導方法やポ
イントを理解します。

渡辺　敏明（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（保健体育）
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508633号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】アパレルと健康

　本講習は、家庭科の被服領域に関する最新の研究成果、
動向等について理解し、衣服と関わる諸領域の教科指導に
活用することを目標にします。主な受講対象者は家庭科に
関する指導の充実を図ろうとする教諭、また関連領域の教
科を担当する教諭を中心に想定しています。また教科指導
にとらわれず、衣服と健康に関心のある教諭の受入れも可
能です。講習は講義のみならず、グループ討議、演習方式
を交えた構成となります。

三野　たまき（学術研究院教育学系教授） 長野県長野市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（家庭）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508634号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】場面緘黙の子どもの心理
と支援

　場面緘黙に関する基礎的理解、科学的知見に基づく支援
方法を学ぶことで、実際場面の子どもの理解を深め、指導
に活用できることを目標にした講習です。そのため、受講対
象者は通常学級や特別支援教室、特別支援学校におい
て、場面緘黙の指導の充実を図ろうとする教諭、また保護者
や外部機関との連携・調整を担当するコーディネーターの教
諭です。また保健室等でケアに当たる養護教諭の受入れも
可能です。

奥村　真衣子（学術研究院教育学系助教） 長野県長野市 6時間 令和2年8月21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

（特別支援）、保
育教諭、養護教

諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508635号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】「新しい」国語科に向き合
う～言語生活・言語活動・言語文
化～

　新学習指導要領の本格実施にあたり、国語科教育の目
的・内容・方法の不易流行（何が変わり、何が変わらないの
か）を整理しながら、これからの国語科の授業づくりの在り
方を受講者とともに検討します。そのため、主な受講対象者
は国語に関する指導の充実を図ろうとする小学校・中学校・
高校の教諭を想定しています。講習は講義のみならず、グ
ループ討議や演習（言語活動のロールプレイ）を交えた構成
となります。

八木　雄一郎（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和2年9月5日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（国語）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508636号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】音楽教育の過去・現在・
未来

　本講習では、音楽教育について、その「過去」「現在」「未
来」という3つの視点から眺めます。「過去」では、音楽教育
の起源や日本の明治期・大正期等の授業を辿ります。「現
在」では、学習指導要領の変遷を把握した上で、新学習指
導要領を眺めます。「未来」では、未来の授業の方向性につ
いて探ります。講義のみではなく、新奇性のある表現活動や
音楽鑑賞等の演習を取り入れる予定です。

齊藤　忠彦（学術研究院教育学系教授） 長野県長野市 6時間 令和2年9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（音

楽）、保育教諭

6,000円 32人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508637号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子どもたちの発想と構想
を支援する図画工作科の在り方

　本講習は、新学習指導要領に即しながら、図画工作科の
目標や具体的指導法について、理解を深めることを目標に
します。その際、特に「知識・技能」と「思考力・判断力・表現
力」の関わりに注目します。受講対象者は、図画工作科の
指導に不安を感じている小学校教諭を中心に想定していま
す。また、中学校、高等学校での美術教育に関心のある教
諭の受入れも可能です。講習は講義と簡単な造形活動に
よって構成されます。

大島　賢一（学術研究院教育学系助教） 長野県長野市 6時間 令和2年9月12日 教諭
小学校の教諭
（図画工作）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508638号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】指揮の基礎

　本講習は、指揮の役割について理解し、指揮と関わる諸
領域の音楽指導に活用し得る「基礎」を学ぶことを目標にし
ます。そのため、主な受講対象者は音楽活動に関する指導
の充実を図ろうとする教諭、また関連領域の教科を担当す
る教諭を中心に想定しています。また教科指導にかかわら
ず、学校現場での部活指導や学内音楽会等での指揮活動
に関心のある教諭の受入れも可能です。講習は個人・グ
ループでの演習方式中心の構成となります。

吉田　治人（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和2年9月12日 教諭
小学校、中学校
の教諭（音楽）

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508639号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】教科書記述と経済学の関
係

　本講習は、経済学に関する最新の研究成果、動向等につ
いて理解し、地理・歴史でも扱われる経済事象に関する指
導への活用を目標にします。そのため、主な受講対象者は
社会科に関する指導の充実を図ろうとする教諭、また関連
領域の教科を担当する教諭を中心に想定しています。教科
指導にとらわれず、経済（学）に関心のある教諭の受入れも
可能です。講習は講義のみならず、グループ討議、演習方
式を交えた構成となります。

藤﨑　聖也（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和2年11月3日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭（社会・

地理歴史・公
民）、保育教諭

6,000円 50人
令和2年8月31日～

令和2年9月9日

令02-
10044-
508640号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学

【選択】新学習指導要領での国語
科学習教材の活用―「主体的・
対話的で深い学び」の実現のた
めに―

　本講習は、国語科に関する最新の研究成果、動向等につ
いて理解し、新学習指導要領での学習内容や方法・評価な
どに関わる諸領域の教科指導に活用できることを目標にし
ます。そのため、主な受講対象者は国語に関する指導の充
実を図ろうとする教諭、また関連領域の教科を担当する教
諭を中心に想定しています。また教科指導にとらわれず、国
語教育に関心のある教諭の受入れも可能です。講習は講
義とワークショップからなります。

西　一夫（学術研究院教育学系教授） 長野県長野市 6時間 令和2年11月3日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭（国語・

書道）

6,000円 50人
令和2年8月31日～

令和2年9月9日

令02-
10044-
508641号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】たかが新聞されど新聞～
NIE入門～（Ｃ）

　学習指導要領では、「新聞」を活用した授業づくりが提案さ
れています。新聞のもつ役割や機能を信濃毎日新聞社の記
者の体験談や信濃毎日新聞社の見学等体験的な活動をと
おして知るとともに、新聞を活用した授業実践を具体的に学
びながら、日常の授業実践での新聞の活用の方法を探りま
す。教科や学校種にとらわれず、ＮＩＥに興味のある先生、新
聞を「ねた」に楽しい授業を展開しようという意欲のある先生
方を対象とします。

松本　康（学術研究院教育学系教授） 長野県長野市 6時間 令和2年11月7日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（国語・社会・地
理歴史・公民・総

合）

6,000円 50人
令和2年8月31日～

令和2年9月9日

令02-
10044-
508642号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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令和２年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学 【選択】磁石と磁界の科学

　本講習では、磁石と磁界に関する最新の研究成果・動向
等について理解し、磁石と磁界に関わる理科の教科指導に
活用できることを目標にします。そのため、主な受講対象者
は理科に関する指導の充実を図ろうとする中学・高等学校
教諭を中心に想定しています。また教科指導にとらわれず、
理科に関心のある小学校教諭等の受入れも可能です。講
習は講義のみならず、演示を中心とした実験を交えた構成
となります。

天谷　健一（学術研究院教育学系教授） 長野県長野市 6時間 令和2年11月14日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（理科）
6,000円 20人

令和2年8月31日～
令和2年9月9日

令02-
10044-
508643号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】化学の基礎理論・概念を
再考する

　現学習指導要領の各社教科書の記述を比較することで、
背景にある理論や用語を再確認し、化学領域の教科指導に
活用することを目標にします。また、次期学習指導要領によ
り導入される内容（探究型授業の構成）も視野に入れて解説
します。主な受講対象者は理科指導の充実を図ろうとする
中学校・高等学校の教諭を中心に想定しています。講習は
講義、実験、グループ討議、演習方式を交えた構成となりま
す。

伊藤　冬樹（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和2年11月29日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（理科）

6,000円 20人
令和2年8月31日～

令和2年9月9日

令02-
10044-
508644号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】｢戦争と平和｣から２０世紀
を学ぶ

　本講習は、政治学及び国際政治学に関する最新の研究
成果、動向等について理解し、社会・地理歴史・公民に関わ
る諸領域の教科指導に活用できることを目標にします。その
ため主な受講対象者は社会・地理歴史・公民に関する指導
の充実を図ろうとする教諭、また関連領域の教科を担当す
る教諭を中心に想定しています。教科指導にとらわれず、国
際政治に関心のある教諭の受入れも可能です。

駒村　哲（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和2年11月29日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（社会・
地理歴史・公民）

6,000円 50人
令和2年8月31日～

令和2年9月9日

令02-
10044-
508645号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】心理学からのクリティカ
ル・シンキング入門

　適切な意思決定や偏りのない判断を促進し、誤った思い
込みを防ぐ「クリティカルシンキング（批判的思考）」の基本
について、認知心理学の成果をもとに体系的かつ実践的に
習得します。これにより、多様な情報を批判的に読み解く姿
勢と、教育現場や日常生活で生起する心理的錯誤や思考
のバイアスにまどわされないための基本的スキルを身につ
けていきます。

菊池　聡（学術研究院人文科学系教授） 長野県松本市 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
校の教諭・保育

教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508646号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】中国語で漢詩を読む

　漢詩を書き下し文によって朗読すると、そこには独特の味
わいがあると思います。いっぽう、本来の中国語の発音で読
んでみると、また別の趣きが感じられることでしょう。たとえ
ば韻を踏んでいることは、中国語で読んだ方がよくわかるは
ずです。しかも中国語の発音は、じつは難しいものではあり
ません。中国語の学習経験が無い方も大丈夫ですので、ど
うかこの機会にコツを身につけてください。作品の内容等に
ついても解説いたします。

氏岡　真士（学術研究院人文科学系教授）
伊藤　加奈子（学術研究院人文科学系准教授）

長野県松本市 6時間 令和2年7月25日 教諭
中学校・高等学
校の教諭（国語）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508647号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】映像＝動画表現のしくみ

　私たちの身の回りにはさまざまな映像＝動画があふれて
います。お年寄りから子どもまでだれもがスマートフォンを持
ち、映像＝動画を見るだけでなく撮ることもあたりまえとなっ
た時代に、映像＝動画の読み解き方とともに表現の方法
を、映像＝動画を見るだけでなく実際に撮ることの体験をと
おして、子どもたちの映像＝動画のリテラシーを高める学習
展開のあり方を探ります。

飯岡　詩朗（学術研究院人文科学系准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年7月25日 教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（美術・情報・総

合・国語）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508648号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】仏教から自己を考える

　伝統的な宗教のなかには､現代の私たちが見過ごしがち
な自己に対する柔軟な考え方が教えられています。この講
習では、仏教で教えられる自己の捉え方を学ぶことを通し
て､学校教育の様々な場面で、自己の確立に悩む生徒たち
との向き合い方にひとつのヒントを与えることを、ひとつのね
らいとしています。

護山　真也（学術研究院人文科学系教授） 長野県松本市 6時間 令和2年7月23日 教諭
高等学校の教諭

（倫理）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508649号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学 【選択】情報メディアの心理学

　現代の情報社会において、私たちは、インターネットやテレ
ビ・ゲームなど、さまざまな情報メディアを利用しています。こ
れらの情報メディアは、我々の心理や行動にさまざまな影響
を及ぼします。本講習では、インターネットやテレビ・ゲーム
利用が子供に及ぼす心理学的影響について、具体的な事
例を紹介しながら概説していきます。

佐藤　広英（学術研究院人文科学系准教授） 長野県松本市 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
支援学校の教諭

（社会・情報）

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508650号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】出版メディアと江戸文学

　中学校・高等学校において教材として取り上げられる江戸
時代の古典作品は、そのほとんどが木版本として出版され
たものであり、内容には不特定多数の読者を楽しませること
を想定した工夫が凝らされています。出版文化発達の過程
を把握した上で、その中に文芸を位置づけることにより、作
品の文化史的な意味について考え、古典への理解をより深
めることを目標にします。

速水　香織（学術研究院人文科学系准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学
校の教諭（国語）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508651号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】現代資本主義と経済学
―理論と歴史および社会科教育
の視点から―

　現代の資本主義経済を、理論・歴史・現状からトータルに
概観します。「世界史」や「政治・経済」などで学ぶ歴史・経済
思想などの知識は、現代の経済や社会を理解するのに有
効なツールとなることが少なくありません。学校教育で学習
する社会科学の知識と大学で学ぶ内容とのつながりを実感
してもらうとともに、経済について理解を深めてもらうことが
この講習のねらいです。あわせて、21世紀の金融危機など
現代的な問題についても言及します。

吉村　信之（学術研究院社会科学系准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（社会・
地理歴史・公民）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508652号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】グローバル時代の主権者
教育

　日本の民主主義制度の下では、１８歳以上の市民が選挙
を通じて政治に参加することが求められます。もちろん政治
に参加する方法は選挙だけではありません。政治に参加す
るためには、どのような知識と技術を身につける必要がある
でしょうか。日本社会が直面する政治課題は、多岐にわたり
複雑です。豊かで平和な社会を築くためには、何が必要で
しょうか。必ずしも明確な一つの解決策があるわけではあり
ません。政治課題を理解し考える基礎的な知識と技術につ
いて学びます。

美甘　信吾（学術研究院社会科学系教授） 長野県松本市 6時間 令和2年7月18日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、特別支
援学校の教諭
（社会・地理歴

史・公民・家庭）、
保育教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508653号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】教育を受ける権利と日本
国憲法

　日本国憲法には、教育を受ける権利（26条）が明記されて
います。この権利は、子どもの学習権と理解されています。
子どもの学習権と対になるのが、教育権です。この教育権
の主体、教育権の性質について、憲法学や教育法学におい
て、活発な議論がなされていますし、判例の蓄積もありま
す。学習権と教育権をめぐる学説と判例を理解していただ
き、教育実践に役立てていただきたいと思います。

成澤　孝人（学術研究院社会科学系教授） 長野県松本市 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16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508654号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】社会の変容と家族・家族
法

　家族の理想像は、様々な社会状況の影響を受けて変容
し、家族関係を規律する法も変容します。本講習では江戸
中後期、戦前、戦後、平成期を通じた家族観・家族の実像
の変遷に家族法がどのように対応してきたか、を近時のいく
つかのトピックを例に、検討を加えます。最近の家族観の多
様化の現状を理解することにより、特に、児童・生徒の生活
の見守りに生かすことができます。

宗村　和広（学術研究院社会科学系教授） 長野県松本市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（社会・公民）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508655号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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信州大学
【選択】マクロ経済データから学
ぶ社会・歴史・公民

　近年、経済成長や不平等に関する長期的なマクロ経済
データが整備されてきています。本講習では、これらのデー
タとそこから得られる知見を解説した後、実際に受講者に、
教科書・資料集等の記述の内容を数量データを使って確認
もしくは検証する作業を行ってもらいます。社会・歴史・公民
の内容を数量的に分析・検証する手法を体験的に学ぶこと
が本講習のねらいです。

青木　周平（学術研究院社会科学系准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（社会・
地理歴史・公民）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508656号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】アカマツの成長をエクセ
ルで解析してみよう（科学実験と
統計解析）

　生物学を含め、科学実験では統計解析は不可欠です。こ
の講習ではエクセル（表計算ソフト）を用いた生物学演習の
例を紹介します。この講習では、アカマツの年輪試料を用い
て、アカマツの成長の気象条件（気温、降水量、日射量）と
の関係を調べます。エクセルではいくつかの関数を用いて、
簡単な統計解析を行います。

高橋　耕一（学術研究院理学系教授） 長野県松本市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（理科）

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508657号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】無機化学～錯体に焦点を
当てて～

　授業で、典型元素と遷移金属元素の違いや遷移金属元素
の特徴などを正しく生徒に伝えることができるように、無機
化学の根幹をなす化合物のひとつである錯体に焦点を当
て、量子論の基礎・対称性と群論の関係および化学との関
連・原子価結合法による錯体の化学結合の記述・結晶場理
論による錯体の諸性質の理解・分子軌道法による錯体の化
学結合と諸性質の総合理解といったテーマで解説します。

大木　寛（学術研究院理学系教授） 長野県松本市 6時間 令和2年8月6日 教諭
高等学校の教諭

（理科）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508658号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】生物群集をエクセルとRで
解析する

　マクロ生物学では、主に生態学の分野で植物や動物の群
集を扱います。しかし、化学における実験のような、体験を
生徒に授ける機会は少ないと言えます。と同時に、教員が
生物群集のデータを野外でどのように収集し、パーソナル・
コンピュータで解析するのかを学ぶ機会も、大学卒業後は
極めて限られています。こうしたことから、野外でデータを集
め、エクセルや統計解析ソフトRを用いて、様々な解析を試
み、あるいはデータの解釈を行う授業を実施します。

島野　光司（学術研究院理学系准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年8月6日 教諭
高等学校の教諭

（理科）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508659号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】地球史から学ぶ自然災害
への備え

　理科における地学分野は、私達の生活の基盤となってい
る大地、すなわち地球の仕組みや成り立ちを学ぶことを目
的の１つとしています。地球のたどってきた変動の記録、す
なわち地球史の知識と理解は、私達が経験する可能性のあ
る様々な自然災害に対応するために必要です。堆積物など
に記録された洪水、津波、海水準変動の記録を読み解きな
がら、未来の災害や環境変動にどのように私たちが対応し
ていかなければならないかを考えるきっかけを提供したいと
思います。

保柳　康一（学術研究院理学系教授） 長野県松本市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（理科）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508660号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】中学校高等学校の数学
から現代数学へ

  数学はともすれば無味乾燥な学問と思われがちですが、
実際には様々な人々により長い年月をかけて形作られた文
化です。この講習では、 日本の中学校および高等学校で学
ぶ数学の主要な内容について、 いつ頃どのように発見され
たかについて説明し、 その後それらが現代数学にどのよう
に繋っていったかを解説します。これにより、 中学校と高等
学校の数学の歴史的位置付けを理解してもらうことが目的
です。

玉木　大（学術研究院理学系教授） 長野県松本市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（数学）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508661号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】物理法則の可視化
　高等学校の物理の教科書で扱う物理法則を、Excelを使っ
て可視化する方法を体験します。物理法則が表している現
象を視覚的に伝えることができるようになります。

宮丸　文章（学術研究院理学系教授）
志水　久（学術研究院理学系准教授）

長野県松本市 6時間 令和2年8月19日 教諭
高等学校の教諭

（理科）
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508662号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-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

信州大学
【選択】子供の健康管理（生活習
慣病・心因性疾患や発達障害・
作業療法）

　教職員として知っておいていただきたい子供の健康管理
について、「①青少年の生活習慣病予防について」、「②子
供の心因性疾患や発達障害について」、「③学校教育にお
ける作業療法の現状と問題について」の３点を中心にわか
りやすく解説します。

新美　妙美（医学部医学科特任助教）
日髙　宏哉（学術研究院保健学系准教授）

長野県松本市 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
校の教諭、保育
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11日

令02-
10044-
508663号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子供の健康管理（感染
症・歯科指導・てんかん発作）

　教職員として知っておいていただきたい子供の健康管理
について、「①感染症」、「②小児期における歯及びあごの
発育と、同時期に出現する歯科・口腔疾患について」、「③て
んかん発作」の３点を中心にわかりやすく解説します。

原　洋祐（医学部医学科助教）
栗田　浩（学術研究院医学系教授）
福山　哲広（医学部医学科講師）

長野県松本市 6時間 令和2年8月1日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、保育
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11日

令02-
10044-
508664号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子供の健康管理（身近な
薬物依存と違法薬物の乱用・性
に関する指導・小児救急医療）

　教職員として知っておいていただきたい子供の健康管理
について、「①薬物依存・中毒・乱用の正しい知識　～身近
な薬物依存と違法薬物の乱用～」、「②性に関する指導」、
「③小児救急医療」の３点を中心にわかりやすく解説しま
す。

森田　洋（学術研究院医学系教授）
坂口　けさみ（信州大学特任教授）
三代澤　幸秀（医学部附属病院小児科助教）

長野県松本市 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・特別支援学
校の教諭、保育
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11日

令02-
10044-
508665号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子供の健康管理（アレル
ギー・子どもの発達と心理・性教
育）

　教職員として知っておいていただきたい子供の健康管理
について、「①アレルギー疾患について」、「②子どもの発達
と心理」「③性に関する指導を適切に行うため、月経のメカ
ニズムや性感染症の基本知識について」の３点を中心に、
基本的知識と対応等についてわかりやすく解説します。

金井　誠（学術研究院保健学系教授）
枡　千晶（学術研究院総合人間科学系助教）

長野県松本市 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
校の教諭、保育
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11日

令02-
10044-
508666号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】外国人から見た日本

　東京オリンピックの開催が決定されてから日本の国際性を
高める動きが活発になってきています。また、外国から日本
への関心が高まっていることに伴い、外国からの観光客や
定住者が増え続けています。その影響もあり、日本の学校
に通う外国籍の子供たちも増えています。しかし、日本国内
では外国人への理解がまだ不足しています。本講習では、
外国人である講師が日本の印象や外国との違いを紹介し、
理解を高めることがねらいです。

アサノ　デービッド（学術研究院工学系教授） 長野県長野市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（社会・英語）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508667号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】建物の省エネと健康

　建築物の省エネルギーと健康をテーマにした講義を行い
ます。まず気候と建物の関係を学習した上で、建物のエネ
ルギー消費量を減らす取り組みと室内温熱環境について総
合的な理解を含めます。最後に、講義の内容に即した課題
に取り組み、成績評価します。

中谷　岳史（学術研究院工学系助教）
岩井　一博（学術研究院工学系准教授）
李　時桓（学術研究院工学系助教）

長野県長野市 6時間 令和2年8月1日 教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・技術・工

業）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508668号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】身近な材料化学の世界

　家電品や自動車さらには住宅など、すべての製品やもの
は材料から成り立っています。しかし、材料については、よく
理解されていないことが多いのではないでしょうか。本講習
では、材料と化学との深い関わりを十分に理解することを目
的に、材料開発や材料特性について化学的に解説します。
また、化学的な観点からみた環境技術、資源・エネルギー
技術および医療技術と材料との関係について最新のトピッ
クスを含めて紹介します。

新井　進（学術研究院工学系教授）
樽田　誠一（学術研究院工学系教授）

長野県長野市 6時間 令和2年8月29日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（理科・環境教

育）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508669号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】身の回りで起こる振動か
ら体験的に学ぶ物理や数学～圧
電材料を窓口に～

　圧電セラミックスを初めとする圧電材料は、家庭電化製品
や医療用・工業用製品等に幅広く利用されています。本講
習は、このような圧電材料を用いて身の回りで起こる振動現
象を「測る（損傷診断）」「抑える（制振）」「利用する（振動発
電）」ことを通じて、振動工学とその関連技術について学ぶと
ともに、児童・生徒が理科（物理学）や数学をより身近なもの
として実感できる授業の構築の一助となることを目的として
います。

辺見　信彦（学術研究院工学系教授）
亀山　正樹（学術研究院工学系准教授）

長野県長野市 6時間 令和2年8月29日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（理科・工業）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508670号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】総合的な学習に活用した
い『身近な無線通信のしくみ・トレ
ンド』

　パソコンやスマートフォン（スマホ）などの情報通信機器が
広く普及し、特に無線通信機能へのニーズが年々高くなって
います。本講習では、身近な無線通信のしくみやトレンドと
算数・数学・理科などの教科の学習内容との関連性を学ぶ
ことで、「モノと通信」をテーマとした総合的な学習の充実に
ついて探ります。

笹森　文仁（学術研究院工学系教授） 長野県長野市 6時間 令和2年8月29日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（算数・数学・理
科・技術・情報・

工業）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508671号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】自然科学史－農学の視
点からみた科学と技術のあゆみ
－

　科学と技術が急激に進歩しつつある現在、科学史を学ぶ
ことで、科学の本質を問い直すきっかけとなります。本講習
の前半では、4つの観点（宇宙観、物質観、生命観、および
技術）から、自然科学史を古代から20世紀までについて論じ
ます。後半では、農学の専門性にそって、農林業、環境、自
然保護など身近な応用分野の切り口で科学と技術の歴史を
紹介します。

荒瀬　輝夫（学術研究院農学系准教授）
長野県上伊那
郡南箕輪村

6時間 令和2年10月31日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（理科・農業・環

境教育）

6,000円 50人
令和2年8月31日～

令和2年9月9日

令02-
10044-
508672号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】森林の機能について考え
る

　森林は「公益的機能」と呼ばれる様々な機能を有し、私た
ちの生活と深く関わりを持っています。地球温暖化の進行が
危惧されるなか、森林の機能の重要性が増していくことが予
想されます。本講習では、森林の「公益的機能」のなかの
「水源涵養（緑のダム）機能」と「地球温暖化の森林への影
響」について取り上げ、森林と私たちの生活との関わりにつ
いて、将来的な視点も含めて考えていきます。

小野　裕（学術研究院農学系助教）
上村　佳奈（学術研究院農学系助教）

長野県上伊那
郡南箕輪村

6時間 令和2年8月1日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（理科・農業・環

境教育）

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508673号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】高校までの学習内容と大
学で学ぶ農学とのつながり

　中学・高校で実施される理科および農業の授業内容と大
学で実施される農学教育とのつながりについて、植物の栽
培・植物の生理・植物の分類・農業経済・国際的視点の各観
点から講義します。農学を志す、中学・高校で学ぶ生徒が大
学で学ぶビジョンを持つにあたり、具体的に将来を示すヒン
トを持ち帰っていただきます。

春日　重光（学術研究院農学系教授）
入枝　泰樹（学術研究院農学系助教）
小林　みずき（学術研究院農学系助教）
濱野　充（学術研究院農学系講師）

長野県上伊那
郡南箕輪村

6時間 令和2年7月5日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（理科・

農業）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508674号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】食品データ科学〜基礎か
ら応用まで〜

　健康長寿社会を実現するには、食品の化学およびデータ
解析の研究が欠かせません。本講習では、食品の健康へ
の影響を実際の研究事例とともに紹介します。食品成分に
ついて最先端の知見だけではなく、多くのデータを整理して
予測につなげる方法（機械学習の基礎）を学んでいただきま
す。

中村　浩蔵（学術研究院農学系准教授）
梅澤　公二（学術研究院農学系助教）

長野県上伊那
郡南箕輪村

6時間 令和2年8月22日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（理科）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508675号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】環境と動物生産～持続可
能な社会に向かって～

　動物生産（畜産）と環境との関り合いについて、最新の研
究成果や社会動向に触れながら、平易に解説します。動物
生産は、草-家畜-土壌の有機的つながりで成り立つ産業で
す。しかし近代畜産は、生産に特化した飼養形態となり、本
来の持続的生産活動が揺らいでいます。長野県では野生動
物肉（ジビエ）の利活用も盛んですが、野生のシカは限りあ
る天然資源です。本講習では、私たちの食を支える動物生
産の持続的生産に向けた課題抽出と解決法を探ります。

竹田　謙一（学術研究院農学系准教授）
神　勝紀（学術研究院農学系教授）
泉山　茂之（学術研究院農学系教授）

長野県上伊那
郡南箕輪村

6時間 令和2年9月5日
教諭

栄養教
諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（理科・農業）・栄

養教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508676号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】高分子が切り開く安心安
全で豊かな社会 ～高分子や超
分子の最先端科学～

　私たちの生活では、生体由来の高分子や石油を原料とす
る合成高分子など数多くの高分子が、その優れた特性から
幅広く利用されています。また、最近では、低分子でも高分
子でもない超分子と呼ばれる分子集合材料も利用されるよ
うになってきました。本講習では、生活の中で活躍するさま
ざまな高分子について、身近なものなどを例とした実演を通
して、基礎から応用・最先端研究までを分かりやすく解説し
ます。

鈴木　正浩（学術研究院繊維学系教授）
後藤　康夫（学術研究院繊維学系教授）
市川　結（学術研究院繊維学系教授）
高坂　泰弘（学術研究院繊維学系准教授）

長野県上田市 6時間 令和2年7月25日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（理科・技術・工

業）

6,000円 65人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508677号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】細胞・生物を通して学ぶ
医療材料の先端科学

　生物とその性質や、生物を原料とする材料ついて、最新の
生物学・医工学の成果に基づいて平易に解説します。また、
顕微鏡を用いた細胞観察の演習、身近な生体高分子の特
性比較や生物組織を原料とする脱細胞化組織などの体験
学習を通して医療材料の有用性などを学びます。

根岸　淳（学術研究院繊維学系助教） 長野県上田市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（理科）

6,000円 65人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508678号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】実験で考える「生きてい
るって、どういうことだろう？」

　「生きているって、どういうことだろう？」。だれでも一度は
気になる生命の謎について、簡単な実験を通して考えます。
実験は、「微生物の凍結＆解凍：彼らはなぜ死なないの？」
と、「ダンゴムシのジグザグ歩行：なぜそんなにこだわる
の？」の二つです。これらミクロ、マクロレベルの実習を通し
て、子どもたちと一緒に「生きていること」を「目のあたり」に
する楽しい学習展開のあり方を探ります。

森山　徹（学術研究院繊維学系准教授）
秋山　佳丈（学術研究院繊維学系准教授）

長野県上田市 6時間 令和2年11月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員（理科、環
境教育、総合）

6,000円 65人
令和2年8月31日～

令和2年9月9日

令02-
10044-
508679号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】衣服と感性の科学 －ス
ポーツウェアからファッションまで
－

　衣服の機能には人体保護と人体装飾があります。人体保
護機能は熱・外力・輻射などから人体を守る、生理・運動機
能を保持しより高めることが求められます。人体装飾機能
は、色彩、造形、心理、社会動向などが反映されます。
本講習では、衣服の機能と生産・流通、スポーツや健康維
持に関わる衣服や繊維製品の着心地・使い心地・好みの評
価（感性）に関して概説し、衣服を理科、工芸、家庭、工業等
の側面から理解できるようにします。

高寺　政行（学術研究院繊維学系教授）
上條　正義（学術研究院繊維学系准教授）
佐古井　智紀（学術研究院繊維学系准教授）

長野県上田市 6時間 令和2年8月17日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（理科・工芸・家

庭・工業）

6,000円 65人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508680号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】身の回りにある化学を発
見しよう

　高校までに習う化学は化学的研究を行う上で必要不可欠
な知識を得るという点において極めて重要です。しかし日常
生活を続けていく上で、あまりその化学的知識との関連につ
いて詳しく教えられていないのが現実です。本講習では日
常生活で利用、体験している事柄で化学と深く関連している
事柄をピックアップしてそれを解説することにより、化学をよ
り身近なものとして実感し、今後の教育に活かしていただく
ことが狙いです。また、実験として太陽電池の作成を行いま
す。

勝木　明夫（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県松本市 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
支援学校の教諭

（理科）

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508681号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】『博士の愛した数式』（小
川洋子著）の中の数学を見てみ
よう！

　小説の中の博士は数学者で数（整数論）の専門家です。
数の一つに幼少時から慣れ親しんだ自然数があります。自
然数の中でも、数の素である素数は古来より興味の対象で
した。日常生活で無意識に使っている数がもつ性質を学び、
それを伝えることで教育活動において数学の面白さを伝え
ることができます。講習では小説にでてきた素数や完全数
等の話題を中心に、それらの性質を家政婦さん、ルート（家
政婦の息子）と一緒に見ていきます。

高野　嘉寿彦（学術研究院総合人間科学系教
授）

長野県松本市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（数学）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508682号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】ウォーミングアップ再考

　ウォーミングアップは、スポーツにおける傷害の予防やパ
フォーマンスの向上を目的として行われます。本講習では、
ウォーミングアップに関する近年の研究成果を概説するとと
もに、実際に体を動かして各種方法を体験します。合わせて
グループワークを通して、現場での実情をふまえた運動指
導現場におけるより良いウォーミングアップ方法について検
討します。

廣野　準一（学術研究院総合人間科学系講師） 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、
高等学校の教諭
（保健体育）・養

護教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508683号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】アフリカ、森の民のライフ
サイクルから学ぶ知恵

　本講習では、中部アフリカの熱帯雨林地域に暮らしている
「ピグミー」と呼ばれる狩猟採集民の生活を、彼らのライフサ
イクルに着目しながら解説します。特に子供の教育や発達
に関わる事柄を視聴覚資料を用いて紹介します。私たちと
は自然・社会的環境が大きく異なる「森の民」の文化を学ぶ
ことを通じて、私たちの文化を見つめ直すためのヒントを提
供します。

分藤　大翼（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 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
校の教諭（社会・
音楽・宗教・看

護・福祉・環境教
育）・保育教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508684号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】キャンプ・登山やスキーに
おけるインクルーシブ教育の実
践（Ａ）

　 昨今、多様な学習場面でのインクルーシブ教育の構築が
求められており、その学習の機会は、障害のある子どもが
参加することでしか生まれない貴重なものとなっています。
本講習では、専門家との連携により車いすの子どもとの登
山やスキー実習を実現させた学校紹介から、野外における
多様なニーズのある子どもたちへの配慮について考えま
す。また、アウトドア用車いすやデュアルスキー（着座式ス
キー）の体験を通して、実現可能なプラン作りを行います。

加藤　彩乃（学術研究院総合人間科学系助教） 長野県松本市 6時間 令和2年7月18日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭（特別
支援・保健体

育）・保育教諭・
養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508685号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】キャンプ・登山やスキーに
おけるインクルーシブ教育の実
践（Ｂ）

　 昨今、多様な学習場面でのインクルーシブ教育の構築が
求められており、その学習の機会は、障害のある子どもが
参加することでしか生まれない貴重なものとなっています。
本講習では、専門家との連携により車いすの子どもとの登
山やスキー実習を実現させた学校紹介から、野外における
多様なニーズのある子どもたちへの配慮について考えま
す。また、アウトドア用車いすやデュアルスキー（着座式ス
キー）の体験を通して、実現可能なプラン作りを行います。

加藤　彩乃（学術研究院総合人間科学系助教） 長野県松本市 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、特別支援学
校の教諭（特別
支援・保健体

育）・保育教諭・
養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508686号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】グリム童話のルーツを探
る

　本講習では、今も世界中で読み継がれている『グリム童話
集』所収の童話「シンデレラ」（時間があれば「眠れる森の美
女」も）の古今東西における類話の比較を通して、童話・民
話・神話といった伝承文芸が持つ意味と人間の文化に対す
る理解を深め、伝承素材を教育現場で教える際に必要なこ
とを考えます。

延　鎮淑（全学教育機構外国語准教授）
株丹　洋一（元信州大学教授）

長野県松本市 6時間 令和2年8月7日 教諭

中学校、高等学
校の教諭（国語・
英語・社会・地理

歴史・美術）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508687号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】人工知能ってすごいんで
すか

　人工知能の発達で49％の仕事が10年後に消えると言わ
れる現代において、近い将来にどんな仕事が実際に不要に
なるかの見通しについて理解が深まります。そうした現代社
会の理解を通じて、児童・生徒たちの進路設計への助言に
参考となる知識が得られます。

鈴木　治郎（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県松本市 6時間 令和2年8月29日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭・保育

教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508688号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】野外での地質観察法

　地学をはじめとする理科関連の授業において必要な、野
外で地形や地層を観察する時の着眼点や記載の方法を学
びます。まず室内での解説（１時間）を行い、次いで、バスを
利用して野外での観察・実習を行います。室内では体験す
ることができない野外での観察を体験し、教育現場に役立
てていただきたいです。

大塚　勉（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県松本市 6時間 令和2年11月7日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（理科・地学）
6,000円 23人

令和2年8月31日～
令和2年9月9日

令02-
10044-
508689号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】体験しよう！英語多読の
理論と実践

　多読の方法・意義・必要性・英語力向上に及ぼす効果（読
書スピード向上、語彙習得、流暢さ習得）等、具体例を提示
しながら理論的に説明します。受講者は多読指導法、多読
クラス運営・多読図書管理法等を学習します。更に多読実
践による受講者自身の英語力向上を体験し、言語教育の新
たな視点を得ることができます。本講習は英語で行われるた
め実用英語力も養成され、将来の教育現場で役立ちます。

Mark　Brierley（全学教育機構外国語准教授） 長野県松本市 6時間 令和2年11月7日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（英語）

6,000円 50人
令和2年8月31日～

令和2年9月9日

令02-
10044-
508690号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学 【選択】英語口頭試験

　本講座では、ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）に基づく
語学能力テストの口頭試験の形式と評価基準について学び
ます。これにより、教員は評価と英語教育の関係について新
たな視点を獲得し、教室で何が評価できるのかについて理
解が深まり、より多くのコミュニケーション活動をクラスで行
えるようになります。教員は自分の授業の目標を定めるため
に、また実践的で明確な目標を与えて生徒の意欲を高める
ために必要となるツールを身につけます。

Mark　Brierley（全学教育機構外国語准教授）
David　Ruzicka（全学教育機構外国語准教授）

長野県松本市 6時間 令和2年11月14日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（英語）

6,000円 50人
令和2年8月31日～

令和2年9月9日

令02-
10044-
508691号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】中国の教育ー学力とゆと
りの狭間でー

　日本の教育は「個性」、「平等」を重視するのに対し、中国
の教育は「学力」を重視する特徴があると言われ、中国の子
供たちは小さい頃から熾烈な競争にさらされています。そこ
で、本講習では、「なぜこのような競争社会が形成されたの
か」「どのような問題が引き起こされたか」「中国において「学
力」と「ゆとり」が両立できるのか」といった問題を、中国教育
の歴史、構造などから解説し、日本の教育との比較を試み
ます。

李　敏（学術研究院総合人間科学系講師） 長野県松本市 6時間 令和2年7月25日 教諭
小学校、中学校
の教諭（社会）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508692号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】英作文を教える

　英作文は英語の実力が端的に表れるため、単語レベルで
の読解から脱却する機会となり得ます。しかし英作文の指
導は、母語話者でなければ現実には難しいものです。そこ
で、本講習では、実際のエラーを素材にして、①辞書や学習
指導書の背後にある原理原則と、②日本語話者であるとい
う理由で起こるエラーの背景、の二つを探っていく、という作
業を通して、英作文という素材の、日本語話者である教員な
らではの使い方を提案します。

加藤　鉱三（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県松本市 6時間 令和2年8月9日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（英語）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508693号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】アクティブ・ラーニングの
テクニック入門

 　アクティブ・ラーニングは、「教員による一方向的な講義形
式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取
り入れた教授・学習法の総称」と文部科学省によって定義さ
れています。このようなアクティブ・ラーニングを実施するた
めの基本的な考え方や技術を学んでいただき、すぐに使え
るテクニックを身につけていただきます。対象は、小学校、
中学校、高等学校の教諭とします。

加藤　善子（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508694号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】ジェンダーと教育

 　人間は性別によって二分され、女あるいは男であるがゆ
えに、その人生の送り方や選択が制限されている面が少な
くありません。差別されるのは女性であると考えられがちで
すが、男性もジェンダーに縛られ、苦しんでいる人は多く存
在します。先生方自身がジェンダー規範から自由になるこ
と、そして児童・生徒の人生の選択が広がるような教育の可
能性を探ります。

加藤　善子（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 6時間 令和2年7月5日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508695号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】消費者教育にどう取り組
むか～はじめての消費者教育～
（Ａ）

　「かしこい」消費者を育成するという視点から、さまざまな
教育活動における消費者教育の在り方を探ります。まず、
消費者問題に関心を持っていただくことを目的として、具体
的な教育活動について経済教育を専門とする田村が、シ
ミュレーションゲームなどの体験活動を通して、指導方法・教
材開発について提案します。その後、ゲストティーチャーの
行政書士の方から、現在の悪質商法の手口やその対処法
について具体的な事例について講義します。

田村　徳至（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 6時間 令和2年7月18日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508696号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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信州大学
【選択】消費者教育にどう取り組
むか～はじめての消費者教育～
（Ｂ）

　「かしこい」消費者を育成するという視点から、さまざまな
教育活動における消費者教育の在り方を探ります。まず、
消費者問題に関心を持っていただくことを目的として、具体
的な教育活動について経済教育を専門とする田村が、シ
ミュレーションゲームなどの体験活動を通して、指導方法・教
材開発について提案します。その後、ゲストティーチャーの
行政書士の方から、現在の悪質商法の手口やその対処法
について具体的な事例について講義します。

田村　徳至（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 6時間 令和2年12月5日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和2年8月31日～

令和2年9月9日

令02-
10044-
508697号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】はじめてのファシリテー
ション（話し合い活動の活発化の
ために）

　新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」と「何を
学ぶのか、どのように学ぶのか、何を身に付けるのか」が強
調されています。本講習は主に、生徒が主体的かつ対話的
に学ぶ方法の一つとして、ファシリテーションの知見を活用
した話し合いの仕方を学びます。特に、付箋紙を効果的に
使用し、課題解決を図る手法をゲストティーチャーをお招き
し、グループで体験しながら身に付けます。

田村　徳至（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508698号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】社会を生き抜く力を育てる
～はじめての金融・経済教育～
（Ａ）

　田村（教育学者　金融・消費者教育）が、学校における金
融教育、経済教育、消費者教育の現状と課題等の話を行
い、効果的なシミュレーション教材の紹介を致します。さら
に、金融機関の学校教育部門担当者をゲストティーチャーと
してお招きし、開発された教材を活用してグループワークを
行い、学校での金融教育・経済教育・消費者教育の実施方
法を学びます。

田村　徳至（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 6時間 令和2年7月4日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508699号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】社会を生き抜く力を育てる
～はじめての金融・経済教育～
（Ｂ）

　田村（教育学者　金融・消費者教育）が、学校における金
融教育、経済教育、消費者教育の現状と課題等の話を行
い、効果的なシミュレーション教材の紹介を致します。さら
に、金融機関の学校教育部門担当者をゲストティーチャーと
してお招きし、開発された教材を活用してグループワークを
行い、学校での金融教育・経済教育・消費者教育の実施方
法を学びます。

田村　徳至（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県塩尻市 6時間 令和2年10月31日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和2年8月31日～

令和2年9月9日

令02-
10044-
508700号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】宇宙の謎に迫る楽しい天
文学習～地球外生命体は存在す
るの？～

　人間と宇宙の関わりや、身の回りにあふれる物質の起源、
宇宙の歴史やその構造など、だれでも一度は気になる宇宙
の謎について、最新の天文学の成果に基づいて平易に解
説します。また、簡易天体望遠鏡を制作したり、国立天文台
が開発した４次元デジタル宇宙シアター・フリーソフト
「MITAKA」を実際に動かす演習を通して、子どもたちと一緒
に宇宙を「目のあたり」にする楽しい学習展開のあり方を探
ります。

小山　茂喜（学術研究院総合人間科学系教授）
縣　秀彦（国立天文台　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・
高等学校の教諭
（理科・総合・環

境教育）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508701号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】たかが新聞されど新聞～
NIE入門～（Ａ）

　学習指導要領では、「新聞」を活用した授業づくりが提案さ
れています。新聞のもつ役割や機能を信濃毎日新聞社の記
者の体験談や信濃毎日新聞社の見学等体験的な活動を通
して知るとともに、新聞を活用した授業実践を具体的に学ぶ
ことを通して、日常の授業実践での新聞の活用の方法を探
ります。教科や学校種にとらわれず、ＮＩＥに興味のある先
生、新聞を「ねた」に楽しい授業を展開しようという意欲のあ
る先生方を対象とします。

小山　茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県長野市 6時間 令和2年8月5日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（国語・社会・地
理歴史・公民・総

合）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508702号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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種
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信州大学
【選択】たかが新聞されど新聞～
NIE入門～（Ｂ）

　学習指導要領では、「新聞」を活用した授業づくりが提案さ
れています。新聞のもつ役割や機能を信濃毎日新聞社の記
者の体験談や信濃毎日新聞社の見学等体験的な活動を通
して知るとともに、新聞を活用した授業実践を具体的に学ぶ
ことを通して、日常の授業実践での新聞の活用の方法を探
ります。教科や学校種にとらわれず、ＮＩＥに興味のある先
生、新聞を「ねた」に楽しい授業を展開しようという意欲のあ
る先生方を対象とします。

小山　茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県長野市 6時間 令和2年8月7日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（国語・社会・地
理歴史・公民・総

合）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508703号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】歴史館で教材開発（Ａ）

　博物館の役割や機能について、ふだん目にする博物館の
展示見学だけでなく、バックヤードでの作業や資料の収集
等にかかわる体験活動を通して、自分の授業に博物館の持
つ教育資源をどのように活用するかを探ります。教科や学
校種にとらわれず、博物館を主体的に学習に活用すること
で、楽しい授業を展開しようという意欲のある先生方を対象
とします。

小山　茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県千曲市 6時間 令和2年7月28日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（社会・総合）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508704号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】歴史館で教材開発（Ｂ）

　博物館の役割や機能について、ふだん目にする博物館の
展示見学だけでなく、バックヤードでの作業や資料の収集
等にかかわる体験活動を通して、自分の授業に博物館の持
つ教育資源をどのように活用するかを探ります。教科や学
校種にとらわれず、博物館を主体的に学習に活用すること
で、楽しい授業を展開しようという意欲のある先生方を対象
とします。

小山　茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県千曲市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（社会・総合）
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508705号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】歴史館で教材開発（Ｃ）

　博物館の役割や機能について、ふだん目にする博物館の
展示見学だけでなく、バックヤードでの作業や資料の収集
等にかかわる体験活動を通して、自分の授業に博物館の持
つ教育資源をどのように活用するかを探ります。教科や学
校種にとらわれず、博物館を主体的に学習に活用すること
で、楽しい授業を展開しようという意欲のある先生方を対象
とします。

小山　茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県千曲市 6時間 令和2年11月14日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（社会・総合）
6,000円 50人

令和2年8月31日～
令和2年9月9日

令02-
10044-
508706号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】今だからこそ新聞～学校
での新聞活用法～

　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。この講習で
は、教育実践における多様な新聞活用の可能性について、
朝日新聞社の専門記者などをゲストティーチャ―に迎えて、
受講者の皆さんと新聞記事の読み方や新聞記事を使って
のコメントのまとめ方、児童・生徒に自分の主張を持たせる
「新聞切り抜き作品」づくりといった具体的な活動を通して
探っていきます。

小山　茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 東京都中央区 6時間 令和2年8月20日 教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（国語・社会・理
科・道徳・情報・
環境教育・総合

的な学習）

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508707号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】気になる子どもの指導と
支援～運動や感覚の問題を中心
に～

　本講習は、気になる子ども（日常、教室などで学習を進め
るときに何らかの配慮が必要な子ども）についての理解を深
め、具体的な指導や支援の方法を考えるものです。とくに感
覚統合の問題、言語やコミュニケーションの問題、運動の問
題などが生じている子どもの実態について考え、評価方法
や学習を展開する上での工夫を提案します。講習の一部は
体育館で実技を交えて実施します。

庄司　和史（学術研究院総合人間科学系教授）
加藤　彩乃（学術研究院総合人間科学系助教）
宮地　弘一郎（学術研究院教育学系准教授）

長野県松本市 6時間 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
校の教諭（特別
支援）・保育教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508708号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】コミュニケーションの障害
とインクルーシブ教育（Ａ）

　本講習は、コミュニケーションの障害に関する基本的な事
柄を学習し、その問題について環境との関係という視点で
考察します。また、いくつかの疑似体験を実施し、参加者間
で感想や気づきを交流し、理解を深めます。さらに、いくつか
の事例をもとに、具体的な環境調整や支援の方法を考えま
す。これらを通して、インクルーシブ教育の意義や具体的方
法について議論します。

庄司　和史（学術研究院総合人間科学系教授）
枡　千晶（学術研究院総合人間科学系助教）

長野県塩尻市 6時間 令和2年9月5日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支
援学校の教諭
（特別支援）・保

育教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508709号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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信州大学
【選択】コミュニケーションの障害
とインクルーシブ教育（Ｂ）

　本講習は、コミュニケーションの障害に関する基本的な事
柄を学習し、その問題について環境との関係という視点で
考察します。また、いくつかの疑似体験を実施し、参加者間
で感想や気づきを交流し、理解を深めます。さらに、いくつか
の事例をもとに、具体的な環境調整や支援の方法を考えま
す。これらを通して、インクルーシブ教育の意義や具体的方
法について議論します。

庄司　和史（学術研究院総合人間科学系教授）
枡　千晶（学術研究院総合人間科学系助教）

長野県松本市 6時間 令和2年11月7日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支
援学校の教諭
（特別支援）・保

育教諭

6,000円 50人
令和2年8月31日～

令和2年9月9日

令02-
10044-
508710号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】シュタイナー教育から学
ぼう！

　一般的に、「芸術や自然素材を大事にする教育」というイ
メージで語られるシュタイナー教育について、背景となる人
間観からその意味を確認します。具体的には、シュタイナー
教育の発達観や教育方法などの基本的な事柄について、
映像や体験活動、グループワーク等を通して学びます。ま
た、その内容を受講者自身の実践につなぎ、日々の教育活
動へのヒントを得ることを目指します。

河野　桃子（学術研究院総合人間科学系講師） 長野県松本市 6時間 令和2年11月8日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭・保育

教諭

6,000円 50人
令和2年8月31日～

令和2年9月9日

令02-
10044-
508711号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】ピーターラビットとクマの
プーさんから英国を見る

　ピーターラビットの作者ビアトリクス・ポターとクマのプーさ
んの作者A.A.ミルンの生涯をたどりながら、当時と現代の英
国社会を概観し、時代と作者の投げかける現代的意味を考
察します。物語の一部を英語と日本語でも紹介し、ロンドン
をはじめ物語の舞台となった湖水地方やプーカントリーの魅
力にも触れます。物語の内容と英国事情、異文化に触れる
ことにより、教育に活用するヒントに結び付け、これからの学
校教育活動に生かされることを想定しています。

近藤　富英（関西外国語大学　外国語学部教
授）
小山　茂喜（学術研究院総合人間科学系教授）

長野県松本市 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
校の教諭・保育

教諭

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508712号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】生命の健康学　医学・芸
術・教育の接点

　誰もが生命を与えられて生まれてくるにも関わらず、生命
の働きや生命の歴史の全体像、そして人間特有の頭、体、
心の関係性などを改めて学ぶ機会が少ないものです。現代
医学は「病気学」ですが、これからは「健康」とは何かと、共
に考える「健康学」の視点が大切です。体や心の健康は、医
学・芸術・教育の接点でもあります。個人と社会の病を防ぎ
健康を育むためにも、改めて生命の働きや、体・心と頭との
関係性を学びます。

稲葉　俊郎（東京大学　附属病院助教）
丸橋　昌太郎（学術研究院社会科学系教授）

長野県北佐久
郡軽井沢町

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4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508713号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】社会が求める人材育成の
方法論

信州大学経法学部は、社会に求められる能力を身につけさ
せる教育方法を多く開発して、大きな成果を出しています。
この方法論は初等中等教育にも応用可能であり、社会に求
められる基礎的な能力を身につけることができるようになる
と考えています。大学のAO入試や推薦入試では、これらの
基礎的な能力が高く評価されているといっても過言ではない
でしょう。本講習では、これらの方法論について解説し、実
践してもらいます。

丸橋　昌太郎（学術研究院社会科学系教授）
長野県北佐久
郡軽井沢町

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
校の教諭、保育

教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508714号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】PCL（Problem Centered
Learning）学修実践論

　本講習では、社会や地域の現場で生じる問題等を起点と
して、必要な知識を学修・活用・実践する「Problem Centered
Learning：PCL」の手法について実践的に学んでいただきま
す。現場･問題を起点とする学修方法の習得・導入は、生徒
達が学修意義や動機付けを経験的に理解することを加速
し、地域･社会へのコミットメント･アクションを促したり、キャリ
ア形成においても役立つことが期待されます。

林　靖人（学術研究院総合人間科学系教授）
長野県北佐久
郡軽井沢町

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、保育

教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508715号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

97 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】こどもの哲学：哲学対話
の理論と実践

　２００７年にユネスコが『哲学―自由の学校』を出版して以
来、こどもの哲学が注目されています。これは、こどもたちが
対話を通して仲間と協調しつつ、主体的・倫理的に考える力
を養うための教育方法です。本来の対象は幼児から大人ま
でです。とはいえ、哲学なんて難解なものがこどもにできる
のだろうか、と疑問をもつ方もいるでしょう。本講習ではこど
もの哲学が何であるかに関する理論から、実践の方法まで
を学びます。

屋良　朝彦（長野県看護大学　准教授）
長野県駒ケ根
市

6時間 令和2年8月5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
（国語・社会・地
理歴史・公民）・

養護教諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508716号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】身近なデジタルカメラの活
用で不思議なミクロ世界の観察
をもっと効果的に

　学生用光学顕微鏡によって生物の細胞を観察する際、狭
い接眼レンズにデジカメやスマートフォンを接続してその液
晶モニターにより大きく見やすい画像が表示され、普段デジ
カメなどに慣れ親しんでいる学生が難解な生物学を身近に
感じ、探究心を高め、生物の不思議なミクロ世界をもっと楽
しめることを目標に、生物実習でしばしば行われている植物
の表皮細胞や体細胞分裂の観察、生体内血流動態の観察
を通じて講習を展開します。

喬　炎（長野県看護大学　教授）
三浦　大志（長野県看護大学　講師）
島袋　梢（長野県看護大学　助教）

長野県駒ケ根
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
支援学校の教諭

（理科）

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508717号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子どものライフスタイルと
健康

　本講習では、子どもをとりまく様々な環境や要因が、肥満
をはじめとする健康問題の発生にどのように関連しているの
かを解説していきます。さらに、子どもの健康問題を予防す
るために有効な地域の関係機関・職種との連携についても
考えていきたいと思います。

御子柴　裕子（長野県看護大学　講師）
長野県駒ケ根
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、小学校、
中学校 、高等学
校教諭（保健）、
保育教諭・養護
教諭・栄養教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508718号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】体育科目に応用できる感
覚と運動の科学-理論と実践-

　本講習では、身体運動における運動と感覚の理論を学習
し、体育の授業に応用可能な展開内容を演習します。特に、
感覚に関しては運動感覚に着目し、生徒の主観的な身体状
況の知覚を促すための実践方法を演習します。最終的に
は、体育の授業において教師が運動内容の効果について、
その理論的背景を伝えられるようになることを目的としま
す。

速水　達也（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 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
校の教諭（保健
体育）・保育教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
10044-
508719号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

静岡大学
【選択】作業療法からみた発達障
がいの理解と支援について

 発達障がいに対する作業療法の実際について紹介する。
特に作業療法のひとつである感覚統合の視点から、支援を
必要とする子どもたちの理解を深める。さらに感覚統合的な
考えやコグトレを取り入れた幼稚園・学校における支援につ
いて、事例を通しながら紹介する。最後に参加者が実際に
気になる児童生徒に対する支援ついて、グループワークを
通して考える。参加型の内容を積極的に取り入れていく予
定である。

伊藤　信寿（聖隷クリストファー大学　リハビリ
テーション学部　教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年7月18日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508300号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】愛着障害と発達障害

前半では愛着障害、および自閉スペクトラム症やADHDなど
の発達障害を有する子どもの支援に必要な基本的な精神
医学の知識について解説を行う。後半では小グループに分
かれて模擬症例を用いた事例検討と発表を行う。

髙貝　就（浜松医科大学　医学部　児童青年期
精神医学講座  特任教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年7月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼保連携型認定
こども園教諭・幼
稚園教諭・小学
校教諭・中学校
教諭・養護教諭・
栄養教諭向け

6,000円 75人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508301号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】認知行動技法に基づく、こ
ころのセルフケア

普段からストレスに対する「自分の考え方や行動のクセ」を
知っておき、ストレスに対してポジティブな考え方や対処が
できるように訓練することで、自分自身で「こころの元気」を
守ることができます。本講習では、自分の考え方と反応や行
動のクセを認知行動モデルに基づいて整理し、ストレスへの
新しい対処法が獲得できるように開発されたセルフケアプロ
グラムを、グループワークを通して体験的に学修していただ
きます。

木戸　芳史（浜松医科大学　医学部看護学科
教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年7月21日
教諭

養護教
諭

中学校、高等学
校の教諭、養護

教諭向け
6,000円 32人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508302号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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静岡大学
【選択】教員のための食事・食品
と健康のポイント

前半部分では、主に大豆を取り上げて栄養成分や機能成分
と加工・調理の関係について概説し、人類が培ってきた食品
加工技術と食文化の関わりについて考察したい。
後半部分では、健康に関して子供にも問題となっている肥
満・糖尿病についての概説と栄養教諭として必要な食物ア
レルギー、アナフィラキシーについて説明する。さらに、医
学、医療全般の守秘義務を含めた倫理的な内容についても
概説する。

下山田　真（静岡県立大学　食品栄養科学部
教授）
保坂　利男（静岡県立大学　食品栄養科学部
教授）

静岡県静岡市 6時間 令和2年7月21日
教諭

栄養教
諭

理科及び家庭科
教諭、中学校・高
等学校・中等教
育学校栄養教諭

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508303号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】わかりやすい気象災害と
身の守り方

静岡県における雨の降り方の特徴などの気象の特性を理
解し、授業や登下校時における児童・生徒の安全を確保す
る判断に必要不可欠な台風情報・天気予報・暴風警報・大
雨警報などの内容について学習し、情報の正しい理解と使
い方を学びます。また、気象台見学や、大雨の際に天気予
報や防災気象情報を役立てながら気象災害から身を守るた
めの方法をグループワークで考えるワークショップを行いま
す。

山本　隆太（教職センター　特任准教授）
熊田　浩一（気象庁　静岡地方気象台　防災管
理官）
井川　利江子（気象庁　静岡地方気象台　土砂
災害気象官）

静岡県静岡市 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 26人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508304号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】SDGsとESDの理論と実践

本講習ではSDGs(持続可能な開発目標)やESD(持続可能な
開発のための教育)について主に社会科・理科・総合での実
践を念頭に，①「SDGs・ESD入門」の講義，②授業実践，③
学習プロセスや資質・能力についての紹介を行う。防災，国
際協力，持続可能な地域社会づくりといったトピックを扱う。
これらの内容は新必履修科目「地理総合」と重なるもので，
これからの高校生が新たに学ぶ地理総合を，他教科の先生
にも知ってもらいたい。

山本　隆太（教職センター　特任准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年7月28日 教諭
中学校・高等学

校教諭向け（主に
社会科・理科）

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508305号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】過疎地の持続可能なコ
ミュニティと教育づくり（野外編）

持続可能な社会づくりの担い手（新学習指導要領では<創り
手>）を育む教育である「持続可能な開発のための教育」
（ESD）は，新学習指導要領の全体において基盤となる理念
とされている（中教審答申2016年12月, p.240）。本講習で
は，新学習指導要領の考え方を概説した上で，ESDのカリ
キュラム・授業案を構想することを目的として，持続可能な
地域づくりに取り組んでいる川根本町の自然・地理及び産
業・施設等のフィールドワークを行う。

梅澤　収（学術院　教育学領域　教授）
静岡県榛原郡
川根本町

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 20人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508306号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】過疎地の持続可能なコ
ミュニティと教育づくり（まちづくり
編）

持続可能な社会づくりの担い手（新学習指導要領では<創り
手>）を育む教育である「持続可能な開発のための教育」
（ESD）は，新学習指導要領の全体において基盤となる理念
とされている（中教審答申2016年12月, p.240）。本講習で
は，新学習指導要領の考え方を概説した上で，ESDのカリ
キュラム・授業案を構想することを目的として，持続可能な
地域づくりに取り組んでいる川根本町の現状と課題を知り，
議論する。

梅澤　収（学術院　教育学領域　教授）
中條　曉仁（学術院　教育学領域　准教授）

静岡県榛原郡
川根本町

6時間
令和2年7月29日～
令和2年7月30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23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508307号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】水害から命を守るための
防災教育

学習指導要領の改訂により、防災教育がより一層重要とな
りました。また近年の相次ぐ水害を踏まえ、国や静岡県、各
市町では水害への新たな取組みが進められています。本講
習は静岡県の水害防災に特化した講習として、県内の地
形・気象といった自然環境から、国や県、市での水害対策ま
でを扱います。防災官庁の施設見学（サイポス）、水害ワー
クショップ（防災タイムライン）の紹介を通して、学校での水
防災教育を考えます。

山本　隆太（教職センター　 特任准教授） 静岡県静岡市 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 30人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508308号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】過疎地の持続可能なコ
ミュニティと教育づくり（学校・教師
編）

持続可能な社会づくりの担い手（新学習指導要領では<創り
手>）を育む教育である「持続可能な開発のための教育」
（ESD）は，新学習指導要領の全体において基盤となる理念
とされている（中教審答申2016年12月,p.240）。本講習では，
新学習指導要領領の考え方を概説した上で，持続可能な地
域づくりに取り組んでいる川根本町の自然・地理体験（7月
29日）と地域づくりの諸課題（7月30日）を踏まえ，ESDのカリ
キュラム・授業案を構想する。

梅澤　収（学術院　教育学領域　教授）
磯山　恭子（学術院　教育学領域　教授）

静岡県榛原郡
川根本町

6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

全教員 6,000円 20人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508309号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】英語教師のための教育言
語学

新学習指導要領の目指す英語教育の５領域（「聞く」・「読
む」・「話す」（やり取り）・「話す」（発表）・「書く」）に関連して、
その基盤となる語彙・表現・文法を英語学・教育言語学・第
二言語習得理論という観点から再学習し、学習者の直面す
る問題点や困難点を適切に理解し、その解決方法を授業指
導の中で実践できるように知見を広げ指導力を向上させる。
「理論的に整理して思考できる英語指導力」について再考す
る機会にしたい。

吉村　紀子（静岡県立大学　言語コミュニケー
ション研究センター　客員教授）
坪本　篤朗（静岡県立大学　大学院国際関係学
研究科　特任教授）
武田　修一（静岡県立大学　国際関係学部　特
任教授）

静岡県静岡市 6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 60人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508310号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】初めてのプログラミング

学習指導要領の改訂に伴い、小学校でプログラミング教育
が始まります。また、中学校技術・家庭科、高校情報科もプ
ログラミングを重視した内容になります。そこで、プログラミ
ング教育を担当される先生方はもちろん、担当されない先生
方にも「プログラミング的思考」とは何か、プログラミングの
学習成果をどのように評価するのかを理解していただくこと
が大切と考えます。この講習では、小学生向けの教材を体
験しながら理解を深めますので、プログラミング未経験者で
も安心して受講できます。

髙橋　等（静岡産業大学　情報学部　教授）
永田　奈央美（静岡産業大学　情報学部　准教
授）

静岡県藤枝市 6時間 令和2年8月3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

校の教諭

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508311号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】裁判員裁判を通して法教
育を考える

学校における法教育がいかにあるべきか。本講習では裁判
員裁判を素材として、この問いについて参加者の皆さんと考
えます。具体的には、(1)裁判員制度と刑事裁判について導
入的な説明を行ったあと、(2)裁判員裁判の①事実認定と②
量刑判断それぞれが、上級の裁判所で覆された事例をとり
あげて、皆さんと議論し（参加者の方々と模擬裁判的なワー
クを行うことも考えています）、(3)その結果を踏まえて、学校
における法教育がいかにあるべきか、意見を交換します。

横濱　竜也（学術院　人文社会科学領域　教
授）

静岡県静岡市 6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校・中学校・
高等学校の法教
育に関心のある

教諭

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508312号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】算数・数学科教育法

昨今の算数・数学科教育の現状と課題を、その目的・内容・
方法・評価の観点から検討する。それらの結果を踏まえて、
「学習の過程の改善」が重要であるとの立場から、算数・数
学科の授業改善の方向性を学習者の主体的・探究的な学
習の実現に求めて、授業事例の分析や問題解決を通して、
授業構想の着眼点を具体的に考える。特に図形指導、関数
指導を中心に議論したい。

國宗　進（非常勤講師） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月3日 教諭
小学校教諭向

け、中学校数学
科教諭も可

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508313号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】タンパク質の構造、機能、
分解とタンパク質に関する諸問題

タンパク質は細胞を構成する主要な構成成分であり、生体
内では20種のアミノ酸が鎖状に連結してできている。生体内
には数多くの異なるタンパク質が存在し、それぞれのタンパ
ク質は多様な機能を果たしている。この講習では、まずタン
パク質の初歩的な知識を紹介し、その後、タンパク質の構
造、機能、分解機構、またタンパク質がもたらす疾患に関す
る最近の知見を分子生物学的観点から紹介する。

木村　洋子（学術院　農学領域　教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校・高等学
校理科教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508314号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

100 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】図画工作科における表現
と鑑賞の魅力

図画工作科の目標や内容を理解し、教材研究の方法につ
いて追求します。平面や立体などの造形活動、鑑賞活動を
通して、これからの時代に求められる表現や鑑賞の内容に
ついて考えます。

芳賀　正之（学術院　教育学領域　教授）
名倉　達了（学術院　教育学領域　講師）

静岡県静岡市 6時間 令和2年8月3日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508315号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】消費者教育の考え方・進
め方

消費者教育推進法が2012年度に制定されて以来、学校に
おける消費者教育の在り方も変化しつつあり、今回の学習
指導要領改訂によって、消費者教育の内容もさらに充実し
たといわれている。本講習では最近の動向を整理しつつ、
具体的な事例を通して、消費者教育についての理解を深
め、授業づくりの力量を高めることを目指す。特に、契約、消
費者の権利と責任、消費者市民社会などを取りあげる予定
である。主な受講対象者は小・中学校・高校の家庭科教諭
を想定しているが、消費者教育に関心のある教諭でも受講
可能である。

色川　卓男（学術院　教育学領域　教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月3日 教諭

家庭科教諭（免
許外で家庭科を
担当されている

教諭も含む）及び
消費者教育に関
心のある教諭向

け

6,000円 30人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508316号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】子どもの言葉と表現

「幼稚園教育要領」の中で、領域「言葉」に関する内容では、
自分がしたり、見たり、聞いたり、考えたり、感じたりしたこと
を言葉にして表現することや、人の話を聞くことが重要視さ
れています。また、平成30年度から施行された新要領では、
言葉に対する感覚を豊かにすることも新たにねらいとして示
されました。本講習では、「生きる力」としての子どもの言語
表現の意味について考えを深めるとともに、児童文化財に
おける「お話」をとおして、言葉に対する感覚の豊かさについ
て実践的に学びます。

桑原　公美子（東海大学短期大学部　児童教育
学科　教授）

静岡県静岡市 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23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508317号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】特別支援教育：気になる
子の理解と支援

各教育現場での発達障害のある幼児児童生徒や気になる
子どもたちについて、特別支援教育の枠組みからの理解と
支援について話題とします。彼らへの理解と支援には唯一
の正解があるわけではなく、考え、取り組むための手がかり
があるにすぎないと考えています。いくらかでもその役に立
てる機会になればと思います。また、後半は受講者同士の
情報交換や話し合いを行います。話したいテーマをたくさん
お持ちください。

香野　毅（学術院　教育学領域　教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月3日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小・中・
高校・特別支援
学校の教諭、養

護教諭

6,000円 65人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508318号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】情報モラル教育－子ども
とメディアの現状とその指導方法
－

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。小・
中学校における事例を多く扱うため、主な受講対象者は小・
中学校教諭とするが、高校教諭および養護教諭も受講可能
である。

塩田　真吾（学術院　教育学領域　准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月3日
教諭

養護教
諭

小学校，中学校
の教諭，養護教

諭向け
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508319号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】コンピュータを使用したグ
ラフィックデザインの技法

「みる」ことに焦点をあてながら、手作業で産出された造形
素材を構成要素として、ひとつのデザイン作品（ポスター）を
制作します。素材作成からデータ化、グラフィックソフトによ
る画像編集、レイアウトまで一連のグラフィックデザインの工
程を体験しながら、作品完成を目指します。前半は形の産
出、後半はコンピュータでの作業が中心となります。全般的
に作業が伴いますので、少人数での開講を予定していま
す。

小林　克司（静岡産業大学　情報学部　教授） 静岡県藤枝市 6時間 令和2年8月4日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
の美術科教諭向

け

6,000円 25人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508320号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】オノマトペから見る日本語
史

オノマトペ（擬態語・擬声語）とは言語学的な観点から確認
し、その言語記号としての特異性を通じて、日本語史上の重
要なトピックを紹介する。扱う時代は上代から近世まで幅広
く、特に音の歴史についての内容が多くなる。

深津　周太（学術院　教育学領域　講師） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭向

け
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508321号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】歴史史料読解のために
（古代編）

中学校社会科歴史分野および高等学校地歴科日本史分野
の教科書に取り上げられることの多い歴史史料の中から、
特に古代史領域の文献史料をとりあげて史料の性質と教育
課程における意義を概説すると共に、教科書では節略や現
代語訳されることの多い史料の原文を実際に受講生と共に
講読し、歴史史料の教材化についてその可能性を探る。

山田　智（学術院　教育学領域　准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月4日 教諭

中学校社会科・
歴史担当教諭お
よび高等学校地
歴科・日本史およ
び世界史担当教

諭

6,000円 20人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508322号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】数学的帰納法と複素数

前半／高校で習う「数学的帰納法」とはどういうものかにつ
いて復習します。数学の証明とは何かについて定義し、どう
いう証明に数学的帰納法が使われているのかを説明しま
す。
後半／高校で取り扱う「複素数」について、つまずきやすい
点を復習します。複素数が現代数学・科学のどのような場面
で重要となるのか、オイラーの等式を題材に説明します。

依岡　輝幸（学術院　理学領域　准教授）
足立　真訓（学術院　理学領域　講師）

静岡県静岡市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中・高校の数学

教諭
6,000円 30人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508323号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】図工・美術科でデザイン
の楽しさを伝えよう

既存のデザインの考え方からその面白さや魅力に焦点をあ
て、それらをどのように授業に組み込んだらよいのかについ
て考えていきたいと思います。デザインの重要なポイント
は、①日常生活の中に潜む見えていなかった問題や価値を
発見すること、そして②その問題や価値について創造的な
解決ができるよう企てることであると考えます。このような力
を是非多くの児童・生徒に身に付けてもらいたいと思いま
す。

川原﨑　知洋（学術院　教育学領域　准教授） 静岡県静岡市 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
科）・高等学校教
諭（美術科）・特
別支援学校教諭

向け

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508324号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】木材加工および電気実験

テーマ（１）持続可能な環境社会（Construction of
Sustainable Society）構築のための木材の役割（国産材の
利用が環境にやさしい理由）について学習します。また、木
材の優れた材料特性を生かした高度加工技術紹介及び体
験制作します。
テーマ（2）発光ダイオードの発光原理と使用方法について
学習します。回折格子と厚紙でできる簡易分光器の製作や
ブレッドボードとフルカラーLEDを用いた電気回路の製作を
通じて光を使った電気回路の知識と技術を習得します。

鄭　基浩（学術院　教育学領域　准教授）
改正　清広（学術院　教育学領域　准教授）

静岡県静岡市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小・中学校の技
術家庭科教諭,

高校の情報教諭
6,000円 15人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508325号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】幼稚園・小学校における
ESD

動物園の動物や施設などを対象に体験を通してESD for
2030（持続可能な社会づくりの創り手を育む教育）の理念を
学んでいきます。主な内容は「ESD for 2030とは」「幼稚園教
育要領・小学校学習指導要領とESD」「ツールを使用した観
察①ESDの理念の考察（動物と生息環境）」「ツールを使用し
た観察②ESDを実現するための感性を育む仕掛け（動物と
人間）」「ユネスコスクールの実践」などを予定しています。特
支・義務教育学校についても受講可能です。

田宮　縁（学術院　教育学領域　教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月4日 教諭
幼稚園、小学校

教諭向け
6,000円 25人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508326号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】特別支援教育：ユニバー
サルデザインの考え方を生かし
た学級づくり・授業づくり

小中学校の通常の学級には、特別な教育的支援を必要と
する児童生徒が平均6.5%在籍しています。そこで注目されて
いるのが「ユニバーサルデザイン」です。本講義では、学校
及び園における「ユニバーサルデザインの考え方」の具現化
と個別の支援について学びます。前半は、主に通常の学級
に在籍する子どもの困り感について理解を深め、後半は、
学級づくりや授業づくりの具体的な方法と個別の支援方法
に触れ、実践力を付けます。

山元　薫（学術院　教育学領域　准教授） 静岡県静岡市 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

校の教諭

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508327号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学 【選択】学校防災と安全教育

21世紀型能力の育成という点から考える時、安全教育も主
体的かつ対話的に深い学びが求められる。近い将来発生
が想定されている東海地震はもちろん、激甚化する災害、あ
るいは様々な安全上の人為的課題に備えた防災・安全教育
の在り方について、受講者参加のゲーム的手法を取り入れ
ながら学ぶ。また、学校での受け入れが予想される避難所
の運営についても演習を交えて学習する。

村越　真（学術院　教育学領域　教授）
笠原　英男（非常勤講師）

静岡県静岡市 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23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508328号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】学校外の教育資源を考え
る～地域や社会教育との関わり
方～

教育の目的である「人格の完成」に立ち返り、学校教育にお
いて「社会に開かれた教育課程」を展開にするにあたって
は、社会のあらゆる教育資源や教育環境を見つめ直すこと
が重要と考えられます。学校以外の教育資源にはどのよう
なものがあるか、学校はそれらとどのように関わり、どのよう
な教育環境を作り上げていったらよいのか、特に社会教育
と地域との関わり方を中心に検討します。講義内容はすべ
ての校種に関係があるので、受講対象者は、全教員です。

松永　由弥子（静岡産業大学　情報学部　教
授）

静岡県藤枝市 6時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 72人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508329号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】読むための理論と実践－
－国語と文学の間で

国語教育はもとよりあらゆる教科教育、さらには日常のコ
ミュニケーションの根底におかれるのが「読む力」です。その
可能性を最新の文学研究の知見を踏まえて再考することを
目指します。小説や映像などの実際の分析作業（個人・グ
ループワーク）と講義を通じて、読むための理論の習得と実
践を試みます。教科書で読む小説に別様の角度から光をあ
てる、児童生徒と同年代を主人公とする作品から「子ども」と
いう領域を思考する、静岡地域の文学から歴史や記憶の地
層を読み解くなど、多様な読みを体験しうる時間にしたいと
思います。

渡邊　英理（学術院　人文社会科学領域　准教
授）

静岡県静岡市 6時間 令和2年8月5日 教諭 教諭（国語） 6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508330号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】算数・数学って何？歴史
を通して考えよう

算数・数学はどんな学問なのだろう？数学的な考え方とは
何だろう？数学と理科の違いは？何のために算数・数学を
学ぶのか？以上のような問題について，数学の歴史をふり
返りながら考えたいと思います。主な内容は，１．古代エジ
プトの数学，２．メソポタミアの数学，３．タレスの数学，４．
ユークリッド『原論』。
全教科の中における算数・数学の位置付けと意義について
考察するので，教科は指定しない。特に，これまで数学を専
門的に学んだ経験のない教諭も対象とする。

大田　春外（非常勤講師） 静岡県静岡市 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
支援学校教諭向

け

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508331号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】物理の世界－素粒子から
宇宙まで－

前半の3時間では、ミクロな物質世界の構成要素とそれらの
間に働く力について講義する。これら目に見えないものを観
測する装置についても紹介し、2015年のトピックスである
ニュートリノ振動や、113番目の元素合成についても紹介す
る。後半の3時間では、宇宙を支配する重力について、
ニュートンの万有引力の法則をもとに理解を深める。具体的
には、身近な地上の重力の下での質点の運動、惑星や彗
星の運動を取り上げ、軌道等を数式処理ソフトMathematica
を用いて可視化する演習を行う。

嘉規　香織（学術院　理学領域　准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学

校理科教諭
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508332号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】器楽指導法　リコーダー
合奏

学校教育で使われているリコーダーは，ルネッサンス，バ
ロック時代から使われていた楽器です。この楽器の歴史や
魅力に迫るとともに，リコーダーの演奏法やアンサンブルを
含めた指導法を学ぶことを通して，リコーダーの教育的特性
を理解していきます。

長瀬　正典（非常勤講師） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校教諭，中・
高等学校の音楽

科教諭
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508333号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】設計と情報通信から技術
科の授業を考える

講義前半は、技術の定義から始まり、科学と技術の違いや
技術の基本となる概念について解説した後、技術教育の特
徴である設計を充実させて技術科の授業についてみなさん
と考えたいと思います。講義後半は、現在の社会情勢を踏
まえた技術の在り方や情報通信ネットワークに関する指導
の必要性を解説した後、コンピュータを利用した演習を行う
ことで、今後の技術科の授業についてみなさんと考えを深め
ていきたいと思います。

紅林　秀治（学術院　教育学領域　教授）
室伏　春樹（学術院　教育学領域　講師）

静岡県静岡市 6時間 令和2年8月5日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（技術・
家庭科）・高校教
諭（工業、情報）

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508334号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】英文を「深く」読むために

英文を「深く」読むとは、いったいどのようなことなのでしょう
か。どのようなプロセス、設問が有効なのでしょう。暗号解読
のように、英単語が日本語に置き換わっただけでは、もちろ
ん「深く」読むことにはなりません。生徒が「読む」ことができ
たと実感できるリーディングは、どのようにして可能なのかを
考察し、授業案を作成します。

森野　和弥（学術院　教育学領域　教授） 静岡県静岡市 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 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508335号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】子どもの心理

近年、教育・保育の領域では、子どもの発達、心の問題につ
いて注目が集まっている。その背景には、社会環境・生活環
境など、子どもを取り巻く環境の大きな変化があり、それに
伴う子どもの変化・問題についての知見を得たいと望む教
育・保育者が多いためかもしれない。本講習では、心理学か
らの知見を中心として、子どもと保護者の気持ちをくみとり、
共感的に向かい合う力を高めることを目的とする。

小池　はるか（東海大学短期大学部　児童教育
学科　准教授）

静岡県静岡市 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23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508336号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】多様性・共生社会に向け
ての、新たな養護教諭の役割と
専門力

養護教諭の職務の基本を理解した上で、現代的健康課題
（多様性・共生社会に向けての課題を含む）を捉え、新たな
養護教諭の役割、職務内容、専門力を考える。また、日常
執務の中から保健室が捉える子ども達の心身の健康課題
に対する養護教諭の対応について、様々なケース（外国に
ル－ツを持つ子供、家庭環境に課題のある子供、発達障が
い、慢性疾患を抱える子供等）を基に分析し、具体的な対応
とともに「養護」の本質に迫る。さらに、学校種別の養護活動
の相違点や共通点、他領域他職種との連携・協働の実際を
学習することによってチーム学校における養護教諭の専門
性を追求する。

鎌塚　優子（学術院　教育学領域　教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月5日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 30人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508337号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】比較文学の視点

国文学（国語）という名称は存在するが、文学や言語は決し
て国単位で孤立して存在しているわけではない。また個々
の芸術もその境界を超えて異なるジャンルの芸術と相互に
影響を与えあっている。講習では比較文学の概念を簡潔に
提示したのち、（１）日本文学の海外受容における歴史と問
題点、（２）芸術間翻訳としての小説と映画の諸問題を論じ
る。

田村　充正（学術院　人文社会科学領域　教
授）

静岡県静岡市 6時間 令和2年8月6日 教諭
高等学校教諭

（国語科）
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508338号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】歴史教育におけるデジタ
ル図像資料の活用と他者理解

歴史教育における教材化を念頭に入れて中世ヨーロッパの
図像資料を、探し方も含めて紹介する（日本やアジアの資料
についても多少触れる予定）。資料は教室で誰でもアクセス
できるデジタル化されたものを取上げる。また、これらの図
像資料は現代日本とは異なる文化を理解するための素材と
もなる（他者理解）。

藤井　真生（学術院　人文社会科学領域　教
授）

静岡県静岡市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学社会・高等
学校地歴科教諭

向け
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508339号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】理科で知っておきたい基
本の生物

学校教育で理科を教える上で、生物分野で知っておきたい
専門的な内容の中から、生態学と分子生物学のそれぞれの
視点からみた基本的な事柄を選んで解説する。生態学の視
点では、生態学における進化の解釈と生物間の相互作用
のメカニズムについて紹介する。分子生物学の視点では、
DNA・遺伝子・染色体の理解から細胞の機能といった基礎
知識と、再生医療やゲノム編集などの最新の応用分野につ
いて紹介する。

雪田　聡（学術院　教育学領域　准教授）
小南　陽亮（学術院　教育学領域　教授）

静岡県静岡市 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
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508340号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】声楽、声と言葉の織りな
すミラクル！

「音楽に求められる技術修得」という題目で、声楽教育の観
点から、以下の４つの項目に関しての講習を行います。
（１） 「律動について」
（２） 「言語について」
（３） 「音楽の捉え方（考え方）について」
（４） 「音楽一般（その他）について」
最初に、声楽で必要な横隔膜の使い方を知るため、横隔膜
の模型を作成します。その後、講義を中心に授業を進めて
行きますが、必要に応じて、実技講習を取り入れます。

寳福　英樹（学術院　教育学領域　教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校・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23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508341号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】心豊かで健康的な人生の
歩みに貢献できる“保健の授業”
の魅力再発見

子どもが豊かな人生を歩んでいくためにも、健康の保持増
進に向けた主体的な取り組みが重要となっており、いのち・
健康を守り、気遣い、安全で平和な社会を築いていく力（＝
学力）の向上の支援が、人生100年時代を見据えつつ、学校
教育のカリキュラムに位置付く保健の授業に求められてい
ます。本講習では、現代・未来を笑顔で健康的に暮らしてい
くことに貢献できる保健の授業の魅力について、その内容
や教材を紹介していきます。

赤田　信一（学術院　教育学領域　准教授） 静岡県静岡市 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・高等学校
保健体育教諭、

養護教諭

6,000円 60人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508342号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】食に関する指導

近年、学校給食を「生きた教材」とした食育への期待と推進
は増し、各教科に、それぞれの特質に応じた食に関する指
導と食育の視点が組み込まれてきた。しかし、各教科で食
育の視点から授業展開するには、教科教員側の食に関する
知識が十分であるとは言い難い。そこで栄養教諭とのTTを
用いた授業展開が望まれる。よって、本講習では、食に関す
る指導の手引き第2改定版を用い、各教科における食に関
する指導の展開を解説した後、グループワークによって、各
教科に応じた栄養教諭の関わり方を議論していく。

竹下　温子（学術院　教育学領域　准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月6日
教諭

栄養教
諭

中学校家庭科教
諭、栄養教諭

6,000円 30人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508343号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】道徳教育を創る

受講者が以下のような知識や能力を身につけることを目指
します。１）道徳教育の基礎理論および歴史について理解す
る。２）「特別の教科道徳」を組み立てる上で必要となる知識
と教材開発の方法を習得する。３）授業の根幹となる個々の
「教育哲学」（TeachingPhilosophy）を明確なものとする。

藤井　基貴（学術院　教育学領域　准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年8月6日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭

向け
6,000円 39人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508344号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】青果物の鮮度保持技術-
--果物、野菜の扱い方---

果物や野菜は一般的に軟弱で傷みやすく、腐らせて廃棄さ
れてしまう割合が高い。さらに品質低下も早く、鮮度や栄養
成分の低下といった質的な損失も大きい。収穫から消費ま
での間の腐敗や品質低下が顕著なこれら農産物の量的、
質的損失を抑える技術は、品種改良や栽培技術とともに重
要である。本講義において生きている食品としての果物や
野菜の特性を科学的に理解し、これに基づいた鮮度保持技
術を知ることで、自らの食生活や食育の指導にも生かされる
ことを期待する。

山脇　和樹（学術院　農学領域　准教授） 静岡県静岡市 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23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508345号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】国語力定着のための効果
的な書字活動とその支援

国語力の定着には文字を書くことが有効に機能するため、
授業中の色々な場面に書字活動が取り入れられています。
しかし、左利きや手指の巧緻性等の関係で書字が苦手な子
どもの場合は、負担感が増し国語嫌いを助長しかねませ
ん。そこで本講習では、前半に具体的な書字支援を提示し
ます。後半は、例えば「読みを深めるための書く」等の総合
的な国語力の定着に役立つ書字活動について、演習形式
で考えていきます。（保育園・幼稚園、特別支援学校教諭向
けの内容を含みます。また、書字に課題を抱える高校生の
指導には関連しますが、進学指導には直結しません。）

杉﨑　哲子（学術院　教育学領域　教授） 静岡県浜松市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小・中学校教諭

向け
6,000円 50人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508346号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】社会科における災害・防
災

自然災害は、それに見舞われる社会のあり方とは切り離さ
れ、備えるべき自然現象として理解されてきた。本講習で
は、社会の中に潜む災害リスクに焦点を当て、社会科にお
いて「災害」や「防災」をどう扱うべきか、受講生の皆さんと共
に考える。社会・経済・文化的な構造と災害被害の現れ方と
の関係、防災や復興を担う人々と地域社会の仕組み、多様
な関係機関や地域の人々の協力などをテーマに講義と演習
を行う。

池田　恵子（学術院　教育学領域　教授） 静岡県浜松市 6時間 令和2年8月10日 教諭

小学校教諭、中
学校の社会科、
高等学校の地理
歴史科・公民科

教諭

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508347号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】理科の課題解決型学習を
実現する科学的探究と工学的デ
ザイン活動の基礎

本講習では，理科の課題解決型の学びにおける「科学的探
究」と「工学的デザイン」に着目します。前者は科学の営みと
して不可欠の要素であって，理科授業の中心的位置を占め
ています。後者はいわゆる「ものづくり」に近く多様なニーズ
を満たそうと試行錯誤を繰り返します。どちらも，プロセスを
通して学習者の科学的な見方・考え方を伸ばすことを意図し
ています。具体的かつ基礎的な実習を通して，理科授業に
組み入れたときの長所と課題を学びます。

山本　高広（学術院　教育学領域　助教） 静岡県浜松市 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 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508348号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】初学者向けのプログラミ
ング教育

令和2年度から始まる新学習指導要領では、小学校でプロ
グラミング教育の実施が定められている。本講習では、プロ
グラミングの初学者に対するプログラミング教育の手法を紹
介し、受講生がプログラミング実習を通して、それらの手法
を経験することにより、初学者向けプログラミング教育への
理解を深める。主な受講対象者は小学校教諭とするが、中
学・高校教諭も受講可能である。

湯瀬　裕昭（静岡県立大学　経営情報学部　教
授）
大久保　誠也（静岡県立大学　経営情報学部
准教授）

静岡県静岡市 6時間 令和2年8月11日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 20人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508349号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】私たちの生活を支える数
学

オムニバス形式の授業です。
岡本担当：データ解析等で必要となる確率論の基礎につい
て、例題等を交えて講義する。
和田担当：確率論が情報通信の分野で、どのように利用さ
れているかについて紹介する。
武田担当：確率が安全性や信頼性を評価する上でどのよう
に利用されているかについて紹介する。
佐藤担当：生物学における確率モデルの応用例について紹
介する。

岡本　正芳（学術院　工学領域　准教授）
和田　忠浩（学術院　工学領域　教授）
武田　和宏（学術院　工学領域　准教授）
佐藤　一憲（学術院　工学領域　准教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年8月11日 教諭
高等学校の理数
系教科・科目担

当の教諭
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508350号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】生産現場における理科教
育の重要性

午前中は、生産現場の技術者・研究者に求められる能力は
何か、また、電気電子工学や計測工学など理科分野の様々
な原理や知見、学習内容がどのように工学に応用されてい
るか、例を挙げながら解説する。午後は、２グループに分か
れて、(1)コンピュータを用いた機械設計と３Ｄプリンターによ
る実体化を通じた最新ものづくり技術の体験実習、または、
(2)電気回路の過渡現象についての理解を深めるために電
気自動車の模型作製を行う。実習の製作物は、その後の教
育利用の参考として持ち帰ることができる。

伊藤　友孝（学術院　工学領域　准教授）
犬塚　博（学術院　工学領域　教授）
池田　浩也（学術院　工学領域　教授）
木村　元彦（学術院　工学領域　教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年8月11日 教諭
中・高校の理科・
技術科・工業科

教諭
7,500円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508351号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

106 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
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対象職

種
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静岡大学
【選択】養護教諭の専門性とその
成長

本講習では、養護教諭の資質・能力向上への意欲を高める
ことを目的としています。前半では、子どもたちの健康に関
する今日的課題と養護教諭の役割について、後半では養護
教諭の専門的能力形成の過程について考えます。安心でき
る雰囲気の中、互いに自らの実践を振り返り、語り合う時間
を設け、養護教諭ならではの課題や悩みの解決策や自らの
成長に向けた取り組みにつながる学びを得る機会となること
を目指します。

津田　聡子（聖隷クリストファー大学　看護学部
准教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年8月11日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 30人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508352号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】子どもの人権とジェン
ダー・セクシュアリティ

本講義では、子どもの発達過程における性の問題、特にセ
クシュアリティやジェンダー（社会・文化的な性差）に焦点を
あて、性の多様化と子どもの人権について理解を深める。
性同一性障害を含むLGBT（性的少数者）の割合は日本で
は約8％と言われており、学校現場においても重要な問題で
ある。また性自認や性意識は恋愛や結婚、家族形成などに
直結する課題でもある。この面についても考えていきたい。

笹原　恵（学術院　情報学領域　教授） 静岡県浜松市 6時間 令和2年8月11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23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508353号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】スポーツと健康のための
栄養学

この講習では、大きく「スポーツ栄養学」と「健康のための栄
養学」を取り扱います。「スポーツ栄養学」では、体づくり、ス
タミナづくり、疲労回復等に効果的な栄養素とその摂取タイ
ミングに焦点を当て、「健康のための栄養学」では、ダイエッ
トのための栄養と運動、日本の「食育」について考えます。
運動部活の指導教員には科学的、効果的な栄養摂取の方
法、養護教諭と栄養教諭には肥満予防を含めた健康のた
めの栄養と運動についての理解が深まるものと考えます。

谷　健二（教育学部　特任教授） 静岡県浜松市 6時間 令和2年8月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高校教
諭、養護教諭、栄

養教諭
6,000円 30人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508354号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】英語教科書の中の英文
法指導

英語の教科書の中には英文法重要項目が隠れています。
コミュニケーション重視の英語授業にも、実は同様に英文法
知識が使われているのです。本講座では、英文法項目にい
かに隠し味的な調理を施したらよいのかを考えます。中学
校教科書執筆に携わっている現状から、質問を受けたり指
導法に工夫を凝らす必要のある項目、また教える立場の教
師として、（教室では表面的な指導に活用しなくとも）最低身
につけていたい英文法的知識を、優しい形で体系立ててみ
たいと思います。

内田　恵（学術院　教育学領域　教授） 静岡県浜松市 6時間 令和2年8月12日 教諭
中学校・高等学
校等の英語教諭

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508355号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】在日外国人児童生徒の
教育問題

公立小中学校に在籍する外国人児童生徒が年々微増する
なか、彼らを担当することに戸惑う教師は少なくない。なぜ
なら、これらの児童生徒は教師が持つ教育観、平等観など
にゆさぶりをかけるからだと考えられる。外国人児童生徒の
教育の機会を保障するために日本人児童生徒同様の扱い
でいいのか、外国人児童生徒への特別扱いは公平性を損
なう意味となるのか。これらの課題を教育社会学の観点か
ら取り上げる。更に外国人児童生徒の進学・進路につなが
る学力問題に触れ家庭・学校・地域の三者連携とその取り
組みについて解説する。

ヤマモト・ルシア　エミコ（学術院　教育学領域
准教授）

静岡県浜松市 6時間 令和2年8月12日 教諭
小学校・中学校・
義務教育学校教

諭向け
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508356号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】21世紀型授業設計論

知識基盤社会の到来とともに，学校教育にも大きな変化が
求められている．21世紀型スキルと呼ばれている「答えが必
ずしも一つに定まらない複雑な課題を他者と協調して解決
する」ための理解，技能，態度といったものを育成するため
には，新しい授業設計の考え方が必要である．この講義で
は，こうした設計に関わる内容を，実習を通して学んでいく．

大島　純（学術院　情報学領域　教授） 静岡県浜松市 6時間 令和2年8月12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23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508357号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学 【選択】18歳選挙権と主権者教育

本講習では、18歳選挙権が始まったことを踏まえ、日本の
若者の政治意識や、日本や世界の主権者教育など、主権
者教育に関する基本的事項を取りあげる。授業では、すぐ
に活用できる主権者教育について、新聞社によるNIEの手
法（新聞を活用した学習法）を用いたワークショップも開催す
る。主に高等学校の主権者教育を念頭におくが、主権者教
育に関心のある小中学校教諭の受講も歓迎である。

井柳　美紀（学術院　人文社会科学領域　教
授）

静岡県三島市 6時間 令和2年8月17日 教諭

高校教諭、主権
者教育に関心の
ある小中学校教

諭

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508358号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】数の表し方

1. 小数，分数，n進数
　小数での数の表示と分数での数の表示との関係を考察し
ます。また，数のn進数での表示についても述べます。
2. 連分数
　連分数を用いた数の表示について講義します。
3. ファレイのたし算とフォードの円
　普段の分数のたし算とは異なるたし算と連分数との関係
について述べます。更にこれらがフォードの円と呼ばれる図
形と関係することを解説します。
4. 試験

四之宮　佳彦（学術院　教育学領域　講師） 静岡県三島市 6時間 令和2年8月17日 教諭
中学校数学科教
諭、高等学校数

学科教諭
6,000円 50人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508359号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】環境教育をどうすすめる
か

現在、環境問題は身近な地域においても、地球全体におい
ても、人類また生態系全体に深刻な影響を及ぼす大変重要
な問題となっています。環境問題の基礎について十分に理
解し、学校教育の中で未来を担う子どもたちに、環境問題の
現状と予測をいかにして伝え、また、単なる知識にとどまら
ずに環境を保全する行動につなげていくか、食を中心とし
た、身近な地域と地球全体の問題を取り上げ、学校におけ
る実践について、実習や発表も交えて考えていきます。

藤井　道彦（学術院　教育学領域　教授） 静岡県三島市 6時間 令和2年8月17日
教諭

栄養教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭・栄養教

諭向け

6,000円 70人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508360号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】社会保障制度と社会、私
たちの生活、を考える：医療と介
護を中心に

本講習では、介護の問題を中心に取り上げ、社会保障の制
度や意義の理解を深める。そのためにまず、(1)社会全体、
家族、個人の生活の観点から、それぞれどのような問題が
存在しているのか（社会実態、事実）、を捉えてみる。そし
て、(2)関連する社会保障制度の展開を、社会的・経済的な
かかわりと結びつけて把握しつつ、(3)主要な制度のしくみと
論理を理解し、(4)これら制度の考え方、あり方について議論
（ワークショップ等）を行う。

国京　則幸（学術院　人文社会科学領域　教
授）

静岡県三島市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小・中学校、高等

学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508361号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】特別支援教育:特別な
ニーズのある子どもの現状と支
援

ダイバーシティやインクルージョンを目指す中、発達障害や
不登校など気になる子どもが増えています。その現状や社
会的背景について知り、ケースにより実態の理解をした上
で、発達障害を中心に具体的な支援方法を学び合います。
また、子ども一人一人のニーズを感知し、適切な支援を行う
ための特別支援教育の基礎知識とチームアプローチのしく
みを学びます。ケース会議の設定やファシリテーションにつ
いても学ぶ機会になればと思います。ご自身の事例や課題
等話したいテーマをお持ちください。

小岱　和代（大学院教育学研究科　特任教授） 静岡県三島市 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 70人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508362号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】親と暮らせない子どもの
社会的養護と進路・自立

日本では、毎年約4万人を超える子どもが、児童福祉法に基
づく施設や里親制度のもとで、親と離れて暮らしています。
児童虐待への世間の関心の高さにもかかわらず、虐待から
保護された後のこと、すなわち親と離れて暮らすことになっ
た子どもの生活や自立への道のりについては知られていま
せん。この講習では、こうした子どもたちの生活や自立過程
における困難とその支援の実際と課題について考えていき
ます。

石原　剛志（学術院　教育学領域　教授） 静岡県三島市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 60人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508363号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学 【選択】国語科の魅力とその指導

国語科において「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」ためには、どのような研究が重要となるのか
について理論と実践の両面から進めていきます。国語科の
授業において、「主体的・対話的で深い学び」を実現するた
めには、どのような研究力が必要となるのかを、受講生同士
の討議や国語科教材研究を通して考察していきます。

大塚　浩（学術院　教育学領域　教授） 静岡県三島市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校教諭・中
学校国語科教諭

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508364号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】修学旅行での平和教育を
考える

修学旅行先として広島、長崎、沖縄などに行き、日程の一部
で平和教育を取り入れる学校も多いでしょう。そうした場面
でちょっと視点を変えて、戦争と平和について考えるヒントを
探ります。たとえば米軍の若き兵士にとっての沖縄戦体験、
広島平和記念公園一帯では戦前、どのようなくらしが繰り広
げられていたのか、戦争遺構についての日本とヨーロッパと
の取り扱いの違いから見えてくるものなど、取り上げる予定
です。

矢野　敬一（学術院　教育学領域　教授） 静岡県三島市 6時間 令和2年8月19日 教諭
主に中学校・高等
学校教諭（小学

校も可）
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508365号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】地球史探訪問　〜自然史
を身近にするには〜

本講義では，地球史の主な出来事について，その解明に至
るプロセスを追いかけてゆく．これを通して，様々な自然科
学の分野が相互に関わり合う実例や，仮説と検証のあり方
を振り返ってみたい．また身近な里山と地球史の関係につ
いて触れ，地域の自然観察や野外活動に深みをもたせる試
みを紹介したい．

延原　尊美（学術院　教育学領域　教授） 静岡県三島市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校教諭，中
学校・高校の理

科教諭
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508366号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】英語教育の不易と流行

英語教育の「不易」として、フォニックス、接辞・語根に着目し
た語彙指導、聴解に生かす初級英語音声学等を学ぶ。「流
行」としては、主として、小学校中学年で外国語活動、高学
年で外国語（英語）が教科となることで、ICT 活用を含む教
授法及び変わるべき上級学校の英語教育について考える。

矢野　淳（学術院　教育学領域　教授） 静岡県三島市 6時間 令和2年8月19日 教諭

小中高及び特別
支援学校で英語
教育に携わる教

諭

6,000円 40人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508367号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】附属小学校で学ぶ授業づ
くり

静岡大学教育学部附属浜松小学校における公開授業及び
分科会に参加し、観察した授業をふまえて実践的な課題に
ついて協議を行う。その後の講義では、新しい学習指導要
領をみすえた主体的・協同的・深い学びを促す条件や活動
について他の参観者と話し合う。なお、幼稚園・中学校・高
等学校教諭等にとっても、小学校での教育実践を学習する
ことは極めて有益である。

新保　淳（学術院　教育学領域　教授）
島田　桂吾（学術院　教育学領域　講師）

静岡県浜松市 6時間 令和2年10月9日 教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508368号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】思考力を育てる国語科の
授業づくり

児童生徒に対する国語科・国語教育を構想する段階で、思
考力育成という観点から必要となる理論や概念について講
述を行うとともに、具体的な授業構想や教材研究に関する
意見交換を参加者同士で行うことを通して、授業構想・教材
研究・カリキュラム・マネジメントに関する力量のさらなる質
的向上を図る。

坂口　京子（学術院　教育学領域　教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年10月31日 教諭
小学校教諭、中
学校国語科教諭

向け
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508369号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】子どもの言葉と表現

「幼稚園教育要領」の中で、領域「言葉」に関する内容では、
自分がしたり、見たり、聞いたり、考えたり、感じたりしたこと
を言葉にして表現することや、人の話を聞くことが重要視さ
れています。また、平成30年度から施行された新要領では、
言葉に対する感覚を豊かにすることも新たにねらいとして示
されました。本講習では、「生きる力」としての子どもの言語
表現の意味について考えを深めるとともに、児童文化財に
おける「お話」をとおして、言葉に対する感覚の豊かさについ
て実践的に学びます。

桑原　公美子（東海大学短期大学部　児童教育
学科　教授）

静岡県静岡市 6時間 令和2年10月31日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508370号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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対象職

種
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静岡大学
【選択】特別支援教育：病気の子
どもの理解と支援

近年、医療の進歩により長期の入院を必要とせず、治療や
生活規制を続けながら小・中学校等への通学をする子ども
が増えてきています。一方で病気が関係する長期欠席や不
登校は小・中学校で合わせて7～8万人いるとみられ、心の
病気を含めた病気の子どもの教育環境の充実が喫緊の課
題です。この講習では病気の子どもの教育の現状と課題を
整理し、学校生活での不安やストレスを和らげ、学習や生活
を支える方法について考えます。

石川　慶和（学術院　教育学領域　准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年10月31日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭

6,000円 60人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508371号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】教員のためのESD講座
（野外編）

持続可能な社会づくりの担い手を育む教育である「持続可
能な開発のための教育」（ESD）は，次期学習指導要領改訂
の全体において基盤となる理念とされている（中教審答申
2016年12月, p.240）。本講習では，ESDのカリキュラムや授
業案を構想することを目的として，持続可能な地域づくりに
取り組んでいる伊豆半島ジオパークの取組みを野外での
フィールドワークや博物館の見学を通じて体験する。

山本　隆太（教職センター　特任准教授）
梅澤　収（学術院　教育学領域　教授）

静岡県伊豆市 6時間 令和2年10月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 24人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508372号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】情報モラル教育－子ども
とメディアの現状とその指導方法
－

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。小・
中学校における事例を多く扱うため、主な受講対象者は小・
中学校教諭とするが、高校教諭および養護教諭も受講可能
である。

塩田　真吾（学術院　教育学領域　准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年11月1日
教諭

養護教
諭

小学校，中学校
の教諭，養護教

諭向け
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508373号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】多文化・多言語環境と対
話の教育

世界的規模で生じている大量人口移動時代を迎え、全国各
地の学校にも複数の文化的背景を持った児童生徒が急増
しています。このような状況を踏まえた新時代の教育のある
べき姿を考えていきます。グループワークやディスカッション
を通して、異なりを活かす「対話」的教育の理論考察と実践
を行います。

宇都宮　裕章（学術院　教育学領域　教授） 静岡県静岡市 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4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508374号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】教員のためのESD講座
（構想編）

持続可能な社会づくりの担い手（新学習指導要領では<創り
手>）を育む教育である「持続可能な開発のための教育」
（ESD）は，新学習指導要領の全体において基盤となる理念
とされている（中教審答申2016年12月, p.240）。本講習で
は，新学習指導要領の考え方を概説した上で，持続可能な
地域づくりに取り組んでいる伊豆半島ジオパークでの体験
等を踏まえて，ESDのカリキュラム・授業案を構想する。

山本　隆太（教職センター　特任准教授）
梅澤　収（学術院　教育学領域　教授）

静岡県伊豆市 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4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508375号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】静岡市内の防災フィール
ドワーク学習

本講習は，静岡での水害に対する防災教育を考えることを
目的として，静岡市内にある防災に関する施設や地形・史
跡などをバスでフィールドワークで巡るものである。防災に
関する最新の知見について専門家の講義を聞いた上で，実
際に薩摩土手や大谷放水路等の市内の施設を見学する。
また，地図やスマートフォンといったツールを活用し，野外で
の防災学習の指導上のポイントや資質能力の評価につい
て考える。

山本　隆太（教職センター　特任准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年11月3日 教諭
中学校・高等学

校教諭（主に社会
科・理科）

6,000円 26人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508376号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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種
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静岡大学
【選択】中学校数学科　確かで豊
かな統計指導に向けて

平成29年告示の中学校学習指導要領・数学科では，D領域
として「データの活用」における統計の内容が質・量ともに充
実しています。そこで，小中高の統計の指導内容について
「はじめの一歩」から学ぶとともに，中学校の統計の指導方
法について，事例や生徒の実態を通して「統計的な問題解
決の方法」「ICTの活用」「批判的な考察」などを学びます。ま
た，グループでの演習・討論等を行う事を通して，今後の授
業改善の方向性を追究していきます。中学校数学科教員が
対象の内容ですが，小学校教諭・高等学校数学科教諭も受
講可とします。

柗元　新一郎（学術院　教育学領域　教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年11月3日 教諭
中学校数学科教

諭
6,000円 40人

令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508377号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】「子供の低体力問題と楽
しい基礎体力づくり」理論と実践

子どもの低体力問題について静岡県の子ども達を対象とし
た取り組みと課題について理解を深め、スポーツ活動や体
育実技等に活かす教材について実践する。教材は日本ス
ポーツ協会推奨のアクティブチャイルドプログラムの一端を
紹介（鬼ごっこなどの遊びを活かした導入）から、ペタンク、
変形バスケットボール（ネットボール）、ブローライフルといっ
たニュースポーツを体験し、基礎体力づくりについて考える。

杉山　康司（学術院　教育学領域　教授） 静岡県静岡市 6時間 令和2年11月3日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円 60人
令和2年4月23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508378号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】子どもの心理

近年、教育・保育の領域では、子どもの発達、心の問題につ
いて注目が集まっている。その背景には、社会環境・生活環
境など、子どもを取り巻く環境の大きな変化があり、それに
伴う子どもの変化・問題についての知見を得たいと望む教
育・保育者が多いためかもしれない。本講習では、心理学か
らの知見を中心として、子どもと保護者の気持ちをくみとり、
共感的に向かい合う力を高めることを目的とする。

小池　はるか（東海大学短期大学部　児童教育
学科　准教授）

静岡県静岡市 6時間 令和2年11月3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23日～
令和2年5月10日

令02-
10046-
508379号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

名古屋工業大学 【選択】防災の技術

来る大災害に向けて、日ごろから私たちはどのような準備を
すべきか、物資の備えのほか避難方法や情報収集の方法
について、また災害後に避難所となる簡易シェルターや仮
設住宅における住まいや住まい方について理解を深めま
す。また、巨大地震における人的被害の多くが木造住宅の
倒壊であることから、木造住宅を耐震化する技術やしくみに
ついて紹介するほか、地震被害で知られる「液状化」の被害
と対策についても考察します。

前田　健一（大学院工学研究科教授）
北川　啓介（大学院工学研究科教授）
井戸田　秀樹（大学院工学研究科教授）
秀島　栄三（大学院工学研究科教授）
北野　利一（大学院工学研究科教授）

愛知県名古屋
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 25人

令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
10050-
507327号

052-735-7441
https://www.nitech.ac.j
p/

滋賀大学 【選択】幼児期における食育

幼稚園教育要領「健康」領域では「健康な心と体を育てるた
めには食育を通じた望ましい食習慣の形成が大切であるこ
とを踏まえ、幼児の食生活の実情に配慮し、和やかな雰囲
気の中で教師や他の幼児と食べる喜びや楽しさを味わった
り、様々な食べ物への興味や関心をもったりするなどし、食
の大切さに気付き、進んで食べようとする気持ちが育つよう
にすること」と示されている。本講習では、人格形成の基礎
を培う幼児期に、なぜ食育が必要なのかを学ぶ。

原　知子（滋賀短期大学　生活学科教授）
前川　頼子（滋賀短期大学　幼児教育保育学科
教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月1日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年4月22日

令02-
10053-
507161号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学 【選択】特別支援教育Ⅰ

発達障害、重症心身障害児の医療的ケア、食物アレルギー
とアナフィラキシーショック、痙攣および頭部外傷の対応、学
校保健に関して、教育現場で必要な知識を医学的立場から
学ぶ。また、通常学校で学ぶ障害のある子どもたちに十分
な教育を保障するために、障害特性が学校という特殊な環
境下でどのような困難につながるのか、教育内容の習得に
どう影響するのかを考えていく。

江原　寛昭（教育学部教授）
羽山　裕子（教育学部講師）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 180人

令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507162号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/
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滋賀大学 【選択】心と身体の健康Ⅰ

子どもの生活習慣（睡眠、食事、運動）は心身の健康と深く
関連する。社会的な要因や成長ホルモンによる生活リズム
の変容と健康教育の関連を学ぶとともに、子どもに、誰が、
いつ、何を伝えるべきか、参加者全体で考える。また、ストレ
スや感情、行動がおこる仕組みを学び、ストレスへの対処法
など、現場で活用できる基礎的な技法を実際に体験する。
そして、学校におけるストレス・マネジメントについて理解を
深める。

股村　美里（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ
学部講師）
多賀谷　智子（びわこ成蹊スポーツ大学　ス
ポーツ学部准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 100人

令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507163号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学 【選択】授業実践の事例検討

小学校・中学校の授業実践を取り上げ事例検討し、その事
例に見られる「学び」の質を追究するとともに、授業者に求
められる実践力と見識を考察していく。特に、教材の検討と
授業の事例検討をすることで、教材理解と子ども理解が授
業実践のベースとなることを考察する。

堀江　伸（大学院教育学研究科准教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月7日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 32人
令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507164号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学
【選択】小学校理科の観察・実験
体験講座　 　－物理領域と生物
領域－

小学校理科の授業で受講者が観察実験を抵抗なく実施でき
るような、かつ指導する側も楽しく取り組めるような講習を体
験する。具体的内容として、前半では物理分野の実験や工
作において、電気関連のものを扱う際の注意点を学び面白
さを味わう。また後半では、生物分野の実験や観察におい
て、生き物を材料とする際の注意点や材料選択のスキルを
学ぶ。

神山　保（教育学部教授）
古橋　潔（教育学部教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507165号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学
【選択】幼児体育と小学校体育科
の円滑な接続のあり方

幼児体育として幼児期に身につけたい運動能力と小学校体
育科でねらいとしている運動能力が共通しているところを理
解する。また、幼小連携の重要性を知り、その連携が円滑
に行える方法を学ぶ。講義と運動遊びや実技を通して、幼
児体育と小学校体育科の接続について考える。

髙田　佳孝（奈良佐保短期大学　地域こども学
科講師）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月7日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507166号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学
【選択】プログラミング教育と情報
活用

前半では、教育現場において利用しやすいプログラミング
ツールとしてScratchとLOGOを取り上げ、教科で利用するた
めのプログラミングを体験する。後半では、Javascript言語
の一つであるGAS (Google Apps Script)を取り上げ、教育現
場でのデータを活用するためのプログラミングを体験する。

右田　正夫（教育学部教授）
岩井　憲一（教育学部准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 30人

令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507167号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学 【選択】日本の漢詩と和歌

講習では、漢詩と和歌それぞれの魅力を味わいながら、詩
歌の解釈に関する多様な視点を学び理解を深めることを目
指す。前半は、漢詩の基礎的なルールや背景、日本漢詩の
代表的な時代や作者を確認した上で、日本漢詩の中から親
しみやすい作品を鑑賞する。後半は、８世紀の和歌に加え、
山上憶良ら『万葉集』の歌人たちによる漢文も紹介しなが
ら、彼らが愛した美の世界を読み解く。

二宮　美那子（教育学部准教授）
井ノ口　史（教育学部准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中（国語）・高等
（国語）学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507168号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学 【選択】特別支援教育Ⅱ

インクルーシブ教育の基本的な理念や合理的配慮などにつ
いて理解を深めるとともに、「障害のある子もない子も地域
で共に学ぶ」実践のあり方について考える。また、近年注目
されている感覚の視点についての学びを通して、子どもの
理解を深め、幼・小・中・高・特別支援学校の教員すべてが
特別支援教育の担い手としてどうあるべきか考える。

窪田　知子（教育学部准教授）
川島　民子（大学院教育学研究科客員准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月17日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 180人

令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507169号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学
【選択】保健と体育の今日的課題
に対応した指導力を考える

運動する子どもとそうでない子どもの二極化傾向は、豊かな
スポーツライフの実現に向けて園や学校種を越えて考えね
ばならない問題である。特に健康や運動・スポーツに興味が
ない幼児、児童生徒に配慮した教材や指導方法の理解は
重要である。本講習では保健学習における「主体的・対話的
で深い学び」のための課題設定と、体つくり運動及びダンス
から考える易しい体育的活動とその指導について学ぶ。

川合　英之（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ
学部教授）
大西　祐司（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ
学部講師）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月17日 教諭

幼・小・中(保健体
育）・高等(保健体
育）・特別支援学

校教諭

6,000円 50人
令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507170号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

滋賀大学 【選択】図形の魅力を体験しよう

オイラーの多面体公式は「世界で二番目に美しい数式」とし
て知られている公式である。本講習では、ジオボード、多面
体模型、分子モデルなど、幾つかの図形教具に実際に触れ
ながら、楽しく学べる図形学習を体験する。また、その活動
を通して、オイラーの多面体公式の美しさを鑑賞することを
目標とする。映画や音楽、美術作品等を鑑賞した時のような
感動を、図形学習の中に見出す。

篠原　雅史（教育学部准教授） 滋賀県大津市 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4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507171号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学
【選択】子ども（幼児期から学童
期）の造形行為を「読みとる」

教師が子ども（幼児期から学童期）の造形行為を「共感」「指
導・支援」「評価」する上で、子どもの行為の適確な「読み取
り」は不可欠である。本講習では、題材（絵や造形遊びなど）
を実際に体験しながら子どもの事例との比較を通して、子ど
もの造形活動を「読み取る」方法について学ぶ。

村田　透（教育学部准教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月17日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507172号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学 【選択】資料・データを読む

中・高等学校の社会科では、課題解決のために資料を収
集・選択するなどの学習活動が重視されている。そこで講習
では、各種資料の特徴と活用について紹介する。また現代
社会においては、さまざまなデータがあふれているため、そ
れらを正しく読む力の重要性が増している。講習では、さま
ざまな社会調査の方法について学び、データを読む際に大
切なポイントについて理解を深めたい。

馬場　義弘（教育学部教授）
宮本　結佳（教育学部准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月17日 教諭
中(社会）・高等
（地理歴史、公
民）学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507173号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学
【選択】アメリカ文学・アメリカ文化
／英語教育の現代的課題

英語で書かれた文学作品を原文で読み、作品や作品の背
景について考える。また、英語教育・教室での英語の習得に
ついての現代的話題を取り上げ、英語教育・教室内英語習
得についての考えを深める。

林　直生（教育学部准教授）
大嶋　秀樹（教育学部教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月17日 教諭
中(英語）・高等

（英語）学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507174号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学
【選択】中高教員のための理系講
座　－生物領域と化学領域－

前半では、身近な生態系や生物多様性の野外観察がテー
マである。生態学の知識を用いて、野外観察に有効なアク
ティブラーニングの実施時に役立つ「野外で観るべきポイン
ト」を学ぶ。後半では、生体の“しくみ”を化学的方法で捉え
て生命現象を追求する生化学の内容について学ぶ。糖質、
脂質、タンパク質、核酸・遺伝子やバイオテクノロジーについ
ても学ぶ。

服部　昭尚（教育学部教授）
糸乗　前（教育学部教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月17日 教諭
中(理科）・高等

（理科）学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507175号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学 【選択】幼児教育の質的向上

幼児教育は、子どもが自発的に関われる環境を構成し、遊
びを通しての指導を中心に行うものである。本講習では、
「協同性と思考力の芽生えを育む保育」「子どもの創造性を
育む遊びと環境」の2つのテーマをもとに保育の質が高いと
はどういうことなのか、その質を高めるためにどのようなこと
が求められているのかを考える。

田中　裕喜（京都ノートルダム女子大学　現代
人間学部教授）
山本　一成（教育学部講師）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月17日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507176号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学 【選択】心と身体の健康Ⅱ

近年、教育現場で重要視されている「心と身体の健康」につ
いての理解を深める。子どもの健康に関する現代的課題に
ついては、医教連携の側面から現状と支援のあり方を考
え、実践可能な健康問題解決の方策を検討する。心の健康
については、教育現場で問題になることの多い精神障害・
疾患に関する基礎的な知識を習得し、危機介入や治療につ
いて理解を深め、現場において可能な支援・援助について
検討する。

大平　雅子（教育学部准教授）
野澤　正寛（滋賀医科大学　小児科学講座非常
勤講師）
久保田　泰考（保健管理センター教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 180人

令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507177号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学 【選択】国際理解教育

グローバル化が進む中、我われは日本国内においても「外
国籍の人」や「外国にルーツを持つ人」たちと接する機会が
今後増えるであろう。このような人たちと接する時、我われ
日本人が日本社会や文化、ことばについて「当たり前・当
然」と感じがちなことに配慮しなければ、思わぬ誤解を生じさ
せることになりかねない。本講習では、具体的な事例を取り
上げ「文化や社会、ことばの違いとはどういうことか」につい
て考える。

滝井　未来（国際交流機構講師） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月18日 教諭
幼・小・中・高等・
特別支援学校教

諭
6,000円 50人

令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507178号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

滋賀大学
【選択】安全で効果的な体育授業
の指導について

安全で効果的な体育授業について、「器械運動」と「武道」領
域を対象として、具体的事例をもとに、その指導方法につい
て理解する。また、授業中に発生しやすい事故や怪我の防
止方法についても、参加者との討議を行い考える。新しい学
習指導要領の評価の観点についても理解する。

髙松　靖（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ学
部講師）
黒澤　寛己（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ
学部教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月18日 教諭

幼・小・中（保健
体育）・高等（保
健体育）・特別支

援学校教諭

6,000円 50人
令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507179号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学
【選択】体験的環境学習への招
待

２つの視点から「体験的環境学習」を学ぶ。前半は、身近な
自然である水環境の特徴や体験的な学習について実例を
もとに考え、さらに教科横断的、総合的な学びにつなげられ
るよう理解の深化を目指す。後半は、環境教育の目的・目
標、現状、持続可能な社会の視点を学び、参加体験型の環
境教育プログラムの手法について学ぶ。

石川　俊之（教育学部教授）
市川　智史（研究推進機構教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小・中・高等・特
別支援学校教諭

6,000円 40人
令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507180号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学
【選択】社会科の授業づくりへの
ヒント－「表現」に着目して－

「表現」について２つの仕方でアプローチすることを通して、
小学校社会科における「主体的・対話的で深い学び」を促す
授業づくりを実践するためのヒントを提供する。まず、中学年
の身近な地域の学習に的を絞り、フィールドワークとそれに
基づく地図づくりについて体験を通して理解する。そのうえ
で、各分野における諸問題について適切に対応していくた
めの論理的スキルについて、理論・実践の両面から学ぶ。

安藤　哲郎（教育学部准教授）
齋藤　浩文（教育学部教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507181号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学
【選択】小学校における家庭科教
育

小学校における家庭科教育のあり方を考えるためにまずは
今の子どもたちが育つ環境の現代的特徴を理解したうえ
で、教材研究、授業づくりの観点から検討する。具体的な教
材を取り上げ、家庭科の本質をふまえた教材のあり方と選
び方、授業づくりについて考える。

平松　紀代子（教育学部准教授）
矢野　由起（大学院教育学研究科教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507182号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学
【選択】音楽ワークショップ（音楽
づくり・器楽）

音楽科における表現と鑑賞の内容について、専門的な知
識・技能を習得するとともに、学校教育における実践を想定
した教材・題材についての講習をワークショップ形式で行う。
今回は、特に器楽・鑑賞、音楽づくり・創作を中心に取り扱
う。鑑賞では、児童・生徒の心に響く鑑賞の授業法を、器楽
はリコーダーの指導法について、音楽づくり・創作は、児童・
生徒が楽しく参加できる手立てについて、実際に教師が体
験できる講習を行う。

林　睦（教育学部教授）
中根　庸介（教育学部准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小・中（音楽）・高
等（音楽）学校教

諭
6,000円 30人

令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507183号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学
【選択】コンピュータを使ったデー
タ処理・分析の基礎

近年、学校教育においてもデータの利活用能力が求められ
ている。データから知見を得て価値を生み出すためには
データサイエンスの考え方が重要となる。本講習では、デー
タサイエンス学部の教材を利用した講義と演習を通して、
データサイエンスの重要な要素であるデータの収集・加工・
処理、分析及び分析結果の解釈と活用に関する入門的な
内容について、応用事例を交えて学ぶ。

岩山　幸治（データサイエンス学部准教授）
齋藤　邦彦（データサイエンス学部教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中・高等学校教

諭
6,000円 30人

令和2年4月30日～
令和2年5月11日

令02-
10053-
507184号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

滋賀大学
【選択】国際理解教育と多文化共
生

近年、義務教育における学校現場はもとより、保育所や幼
稚園といった幼児教育の現場にも国際化の波は否応なく
やってきており、幼少期からの多文化共生の学びが求めら
れている。本講習では、基礎理論について学ぶと共に、子ど
ものあそびや造形活動などの実践も踏まえながら多文化共
生の教育について考える。

永久　欣也（滋賀短期大学　幼児教育保育学科
特任教授）
深尾　秀一（滋賀短期大学　幼児教育保育学科
教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年8月29日
教諭

養護教
諭

幼・小・特別支援
学校教諭、養護

教諭
6,000円 100人

令和2年4月16日～
令和2年4月22日

令02-
10053-
507185号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

滋賀大学 【選択】子どものくらしを考える

「子どもの貧困・再発見」の年と呼ばれた2008（平成20）年か
ら12年が経過した。現在、子どもの貧困はどのような状況に
あるのか。「子どもの貧困」問題を「貧困な状態にある家庭
に育つ子どもの問題」ととらえ、問題解決の方策を検討し、
教育機関はどのような役割を担うことができるか考える。加
えて私たちの心に根差す「内なる自己責任論」をふりかえ
り、子どもたちや保護者のかかえる「しんどさ」に共感できる
視点を探る。

笹倉　千佳弘（滋賀短期大学　生活学科教授）
松木　宏史（滋賀短期大学　幼児教育保育学科
准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和2年9月26日
教諭

養護教
諭

幼・小・特別支援
学校教諭、養護

教諭
6,000円 100人

令和2年4月16日～
令和2年4月22日

令02-
10053-
507186号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

京都教育大学
【選択】反転研修　教師の成長に
ついて考える（北部会場）

本学で作成している「先生を究めるWeb動画」を視聴し（視聴
すべき２本の動画はこちらで指定）、7月27日（月）までに１本
当たり200～300字で視聴した内容の要点レポートを作成し
提出する。対面授業では、数名程度のグループを作り、教
師の成長につながる困難課題への対応を省察するという観
点から、自身の学校現場での実践と照らし合わせた対話型
の学習を行い、課題解決の方法を考える。

高柳　眞人（教職キャリア高度化センター教授）
京都府福知山
市

6時間 令和2年8月2日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学

校教諭

6,000円 45人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508169号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】反転研修　主体的・対話
的で深い学びを実現する算数科
授業のあり方

本学で作成している「先生を究めるWeb動画」を視聴し（視聴
すべき２本の動画はこちらで指定）、7月27日（月）までに１本
当たり200～300字で視聴した内容の要点レポートを作成し
提出する。また、対面授業では、視聴した内容を基にテーマ
を設定し、自身の学校現場での実践を照らし合わせたアク
ティブ・ラーニングで課題解決の方法を考える。
前半は、アクティブ・ラーニングを取り入れた算数科授業の
あり方について学習します。
後半は、それをもとに実際の算数科指導案を作成し、２学期
以降の授業づくりに役立てます。

黒田　恭史（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・特別支

援学校教諭
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508170号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】反転研修　パワーポイント
を用いた授業で使える「プチ」算
数動画コンテンツ制作

本学で作成している「先生を究めるWeb動画」を視聴し（視聴
すべき２本の動画はこちらで指定）、7月27日（月）までに１本
当たり200～300字で視聴した内容の要点レポートを作成し
提出する。また、対面授業では、視聴した内容を基にテーマ
を設定し、自身の学校現場での実践を照らし合わせたアク
ティブ・ラーニングで課題解決の方法を考える。
前半は、算数動画コンテンツ制作の教育的意義と動画コン
テンツ制作方法について学習します。後半は、パワーポイン
トを用いた授業で使える「プチ」算数動画コンテンツを制作・
交流します。

黒田　恭史（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・特別支

援学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508171号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】初等教育の子どもの感性
や創造性を育成する指導と学び
（造形遊びを含む）

この授業は、幼稚園、小学校など初等教育における造形教
育の教育実践力向上のための講習です。子どもに豊かな感
性的イメージ生活者になってもらうよう、体験を通して題材
や指導方法を学びます。「体全体」を使った遊び体験では、
「キラキラふわふわ－風や空気をつかまえよう！－」で、大
きなボリュームの風をつかまえる体験をします。クレヨン、パ
ス、コンテ、水彩絵の具などの遊びや、発想法に力点を置い
た題材にも取り組みます。

村田　利裕（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
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508172号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】「主体的・対話的で深い学
び」を実現するための理科の授
業づくり

アクティブ・ラーニングの視点である「主体的・対話的で深い
学び」を理解するために、理科活用汎用的スキルを体験的
に学びます。マルチプル・インテリジェンス法によるグルーピ
ング、協働的で自由度の高い探究プロセスの体験、支援の
ためのコーチング、省察の方法について学び、アクティブ・
ラーニングによる深い学びに迫ります。

村上　忠幸（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
（理科）・高等学
校（理科）教諭

6,000円 32人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508173号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

京都教育大学
【選択】反転研修　主体的・対話
的で深い学びを導く国語科授業
づくり

本講習では、国語科における主体的・対話的授業につい
て、具体的な授業案を詩教材を使って提案するとともに、国
語科の新しい学習指導要領の実践に向けて、専門的な知
識などを講義する。
最初に、本学で作成している「先生を究めるWeb動画」を視
聴し（視聴すべき２本の動画はこちらで指定）、 7月27日
（月）までに１本当たり200～300字で視聴した内容の要点レ
ポートを作成し提出する。次に、対面授業では、視聴した内
容を基にテーマを設定し、自身の学校現場での実践を照ら
し合わせたアクティブ・ラーニングで課題解決の方法を考え
る。

天野　知幸（教育学部准教授）
植山　俊宏（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
小学校・中学校
（国語）・高等学
校（国語）教諭

6,000円 45人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508174号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】反転研修　これからの体
育授業を考える

本学で作成している「先生を究めるWeb動画」を視聴し（視聴
すべき２本の動画はこちらで指定）、７／２７（月）までに１本
当たり200～300字で視聴した内容の要点レポートを作成し
提出する。また、対面授業では、視聴した内容を基にテーマ
を設定し、自身の学校現場での実践を照らし合わせたアク
ティブ・ラーニングで課題解決の方法を考える（視聴した動
画に関する質疑応答を含む）。

小松崎　敏（教育学部准教授） 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（保健体
育）・高等学校
（保健体育）・特
別支援学校教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508175号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学 【選択】基礎デザイン講座

デザインは生活営為に密接に結びついている。ここでは、日
常の中に美を発見、抽出したものを、結合、提示するために
必要不可欠な造形の基礎演習「色彩構成」「立体構成」を中
心に講習を展開する。

安江　勉（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
小学校・中学校
（美術）・高等学
校（美術）教諭

6,000円 25人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508176号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】理科授業の実践的事例
（生物・地学分野）

生物分野の講習では、植物の外部形態や組織の観察手法
の習得と活用、および機能にもとづいた植物器官の発生に
ついて実践的に理解する。地学分野の講習では、身近に見
られる地学的な自然に着目し，主に地質鉱物学分野（地層・
化石・岩石等）の観察手法の基礎を習得するとともに、実践
的な活用例について紹介する。

田中　里志（教育学部教授）
藤浪　理恵子（教育学部講師）

京都府京都市 6時間 令和2年8月4日 教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科）
教諭、小学校教
諭で中・高の「理
科」免許状保有

者

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508177号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】反転研修　発達障害の疑
われる子どもの見立てについて

発達障害が疑われる幼児児童を支援するための理解の仕
方について、本学で作成している「先生を究めるWeb動画」
を視聴し（視聴すべき２本の動画はこちらで指定）、7月27日
（月）までに１本当たり200～300字で視聴した内容をレポート
としてまとめ提出する。その後、レポート内容と受講者の興
味や実践からテーマを設定し、アクティブ・ラーニングを通し
て発達障害の幼児児童の理解と支援について洞察を深め、
実践に資する課題解決法について検討する。

小谷　裕実（教育学部教授）
佐藤　克敏（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

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16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508178号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】反転研修　特別な教育
ニーズのある子どもの理解と支
援

自閉スペクトラム症、注意欠如多動症などの集団適応の難
しい子どもたちの認知・非認知的側面の特性の理解と支
援、及び学校生活の中での宿題のあり方などを通した合理
的配慮について考える。対面講習の前に、本学で作成して
いる「先生を究めるWeb動画」を視聴し（視聴すべき２本の動
画はこちらで指定）、7月27日（月）までに１本当たり200～
300字で視聴した内容の要点レポートを作成し提出すること
が必要である。

相澤　雅文（総合教育臨床センター教授）
丸山　啓史（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・特別支援学
校教諭、養護教

諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508179号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html
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令和２年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

京都教育大学
【選択】反転研修　新学習指導要
領における中学校高校外国語
（英語）の指導と評価

「先生を究めるWeb動画」のうち、新学習指導要領における
外国語（英語）の指導と評価―中学校編―と―高校編―に
もとづき、学習指導要領改訂の基本方針と新学習指導要領
のポイントを説明する。受講生は、7月27日（月）までに１本
当たり200～300字で視聴した内容の要点レポートを作成し
提出する。対面講習では、小中連携・4技能5領域の指導と
評価（以上、中学校編）、第二言語習得理論からの示唆・4
技能5領域の統合的な指導（以上、高校編）について、ワー
クショップ形式で演習を行う。

西本　有逸（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
中学校（英語）・
高等学校（英語）

教諭
6,000円 45人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508180号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】書道実技講座　書写・書
道で扱う仮名文字の研究

小学校・中学校（国語）書写、高等学校書道で扱う仮名文字
を講義・実習を通じて研修し、書写と書道の関連性を仮名文
字から考える。

岡田　直樹（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
小学校・中学校
（国語）・高等学
校（書道）教諭

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508181号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】小学校音楽科の授業デザ
イン

実際の音楽科授業の映像視聴やモデル授業の経験を通し
て、子どもが主体的かつ協働的に学ぶことのできる音楽科
の授業デザインについて考える。新しい音楽科の授業も多
数紹介。受講生同士グループになり、教材研究から指導案
作成に至るまで、音楽科授業をデザインする一連の過程を
協働で取り組み、音楽科の学びをどうデザインしていけばよ
いのか、理論と実践を結びつけて考えていくことを目指す。

清村　百合子（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

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 40人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508182号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】社会科の授業をつくる　ー
地図、映像、統計を用いて深い
学びを実現する－

社会科において、深い学びを実現するためにはどのような
地図・資料等を探し出し、活用すればよいかを実践的にアド
バイスする。授業では講師が推薦する地図や映像（史料）、
統計等を紹介するとともに、それらを活用して知的好奇心を
くすぐる授業の作り方を、作業的・体験的に学べるようにす
る。最後に、資料活用の実践力をつけることと、社会的な見
方・考え方や新教育課程が目指す資質・能力の育成との関
わりについて検討する。

山下　宏文（教育学部教授）
香川　貴志（教育学部教授）
中村　翼（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・中学校

（社会）教諭
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508183号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】反転研修　中学校技術科
における主体的・対話的で深い
学びにつながる授業実践

本講習では、技術科（材料と加工、生物育成、エネルギー変
換、情報）の学習内容における、問題解決的な学習指導の
考え方と方法について、実践事例をもとに講義・演習を行
う。最初に、指定の「先生を究めるWeb動画」２本を視聴し、7
月27日（月）までに１本当たり200～300字でレポートを作成し
提出する。また、対面授業では、問題解決的な学習の理論
と技術的問題解決を促すための生徒へのアプローチや題材
設定の在り方、また技術科教育におけるアクティブ･ラーニン
グの捉え方についての講義を基礎に、実践事例の検討と課
題実習を行う。小中高連携の観点から小学校・高等学校
（農業科・工業科）教諭も対象とする。

原田　信一（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月7日 教諭

小学校・中学校
（技術）・高等学
校（農業・工業）・
特別支援学校教

諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508184号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学

【選択】反転研修　先生を育てる
メンターシップ育成講座－省察
力・コーチング力・ファシリテー
ション力－

本学で作成している「先生を究めるWeb動画」を視聴し（視聴
すべき２本の動画はこちらで指定）、 7月27日（月）までに１
本当たり200～300字で視聴した内容の要点レポートを作成
し提出する。また、対面授業では、視聴した内容を基にテー
マを設定し、自身の学校現場での実践を照らし合わせたア
クティブ・ラーニングで課題解決の方法を考える。「教員は学
校で育つ」－経験から学ぶOJTを有効なものにするメンター
シップを育成するために「省察力」「コーチング力」「ファシリ
テーション力」を体験的に学びます。初任者研修指導やメン
ターに興味のある方に受講をすすめます。

村上　忠幸（教育学部教授）
初田　幸隆（教職キャリア高度化センター教授）

京都府京都市 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

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508185号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

京都教育大学 【選択】新聞活用入門講座

　新聞（記事）を活用して、情報を読み解きながら、考え、伝
えあうという学習スタイルは、主体的・対話的で深い学びを
実現するのに最適な学習方法である。本講座では、これか
ら新聞活用（新聞を読む・新聞を知る・新聞を作る）に取り組
んでみようと考えている先生方に、新聞活用の意義や教科
での活用方法などについて、講義とワークショップを通して
理解していただきたい。また新聞記者を招いてお話しいただ
くことも予定している。

平石　隆敏（教育学部教授）
神崎　友子（京都教育大学附属桃山中学校　教
諭）

京都府京都市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
10056-
508186号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

大阪教育大学
【選択】すっきり見通そう！国語
科の学び。

小学校から中学校、高等学校の国語の学びを見通した、確
かな言語能力を養成する理論・方法について、今日的な研
究成果に基づきながら、アクティブ・ラーニングの形態を取り
入れて、３つの視点から講習を実施する。
（１）言語事項の国語学的背景及び学習活動のメタ認知に
はたらく国語科学習用語・語彙の学び。
（２）文章表現力を高める相互評価。
（３）学習者の言語表現活動を活性化する国語科メディア・エ
デュケーションへのアプローチ。

井上　博文（教育学部教授）
野浪　正隆（教育学部教授）
松岡　礼子（教育学部特任准教授）

大阪府大阪市 18時間
令和2年7月28日～
令和2年7月30日

教諭
小学校教諭向

け、中学校国語
科教諭向け

18,000円 100人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507120号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】日本・中国の言語と文化

  日本と中国の古典および近現代にわたる言語と文化に関
して、講師がそれぞれの専門的観点から講義を行います。
その中で高等学校「国語」の学習指導に関わる新たな知見
の獲得を目指すことを最大の目標とします。また、言語のコ
ミュニケーションとしての機能に着目し、生徒の日常生活に
おける国語力の強化について考えるひとつのきっかけにし
たいとも考えています。

石橋　紀俊（教育学部教授）
小野　恭靖（教育学部教授）
佐藤　一好（教育学部教授）
中野　知洋（教育学部准教授）
櫛引　祐希子（教育学部准教授）

大阪府大阪市 18時間
令和2年7月28日～
令和2年7月30日

教諭
高等学校国語科

教諭向け
18,000円 50人

令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507121号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】社会科地理教材開発と展
開

小・中学校社会科における地域学習や地理的分野につい
て，授業展開や教材開発に必要な知識・技能を，講義と実
習を通じて講習します．内容は、1）授業づくりの基礎理論に
ついての講義，2）韓国を事例に，日本と外国の生活や文化
の比較についての講義，3）身近な地域調査を行うために必
要な地図・空中写真の判読や統計資料に基づく主題図の作
成・判読などの実習，4)防災の観点から地域の特徴を見る
現地調査からなります。

水野　惠司（教育学部教授）
山近　博義（教育学部教授）
山田　周二（教育学部教授）
手取　義宏（教育学部教授）
小林　和美（教育学部教授）

大阪府大阪市 18時間
令和2年7月21日～
令和2年7月23日

教諭

小学校教諭向
け、中学校社会
科教諭向け、高
等学校地歴科教

諭向け

18,000円 60人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507122号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】社会科歴史学習の内容と
方法に関する理論と実践

小中学校社会科における歴史学習に関して、新たな歴史研
究の動向や歴史認識・解釈などについて解説するとともに、
教材開発及び単元構想などについて講義する。①歴史学習
に関わる領域について、社会科授業の基礎的・基本的な知
識・理論の理解を深める。さらに授業改善の手法としての授
業分析の事例研究を行う。②歴史研究の新たな研究状況を
解説し、歴史を認識するとはいかなることか、また、歴史を
解釈するとはいかなることかについて理解を深める。

飯島　敏文（教育学部教授）
櫻澤　誠（教育学部准教授）
井上　岳彦（教育学部特任講師）

大阪府大阪市 18時間
令和2年9月6日、
令和2年9月13日、
令和2年9月20日

教諭
小学校教諭向

け、中学校社会
科教諭向け

18,000円 80人
令和2年6月30日～

令和2年7月5日

令02-
10059-
507123号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】スクラッチで創作した教材
を用いたICT活用型算数授業の
展開について

スクラッチで作成された算数教材を用いたICT活用型授業の
展開方法について、以下の流れで行う。プログラミングが目
的ではなく、完成したスクラッチ教材を算数の授業で活用す
ることを目的とする。
１．スクラッチを用いた算数を楽しむ教材を体験し特性を把
握する。
２．スクラッチ教材を使ったアクティブラーニングの展開方法
を考える。
３．スクラッチ教材を使った数学的活動に基づく授業構成の
方法を検討し、学習指導案を作成する。
４．算数の授業でのＩＣＴ活用法についての議論を深める。

上出　吉則（教育学部特任教授） 大阪府大阪市 18時間
令和2年7月28日～
令和2年7月30日

教諭 小学校教諭向け 18,000円 50人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507124号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】中・高等学校教員のため
の数学

１．暗号・・・初等整数論が重要な役割を果たしている「暗号
の世界」について学ぶ。
２．数列・関数・極限・級数と解析学・・・微分積分学の基礎
概念の確認と最新の解析学の理論
３．確率論・統計学・・・確率論・統計学の復習と最近のトピッ
クスについて。
４．結び目の数学の教材化・・・結び目の理論の中から中学
生の教材を考える。

田中　秀典（教育学部特任教授）
馬場　良始（教育学部教授）
貞末　岳（教育学部准教授）
岡安　類（教育学部准教授）

大阪府大阪市 18時間
令和2年7月21日～
令和2年7月23日

教諭
中学校、高等学
校数学科教諭向

け
18,000円 50人

令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507125号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】数理・情報の世界

数学は数千年の歴史を持ち、学校教育の中で扱われるの
はその一部分に過ぎません。通常のカリキュラムでは、積み
上げ型の教科の特性として、基礎的な部分が中心になり、
最先端の話題に触れる余裕がありません。また、コンピュー
タの発達に伴い、数学においても実験的な要素を取り込む
ことが可能となってきました。この講座では、高等学校で教
えられる数学の背景と発展などを多面的に紹介するととも
に、コンピュータ実習を行います。

藤井　淳一（教育学部教授）
藤田　修（教育学部教授）
芦野　隆一（教育学部教授）
守本　晃（教育学部教授）
町頭　義朗（教育学部教授）
森岡　達史（教育学部教授）
平木　彰（教育学部教授）
望月　久稔（教育学部准教授）
湯浅　久利（教育学部准教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年8月18日～
令和2年8月20日

教諭
高等学校数学

科、情報科教諭
向け

18,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507126号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】楽しく役立つ小学校理科

4人ずつのグループを作り、理科の各分野（A:物質・エネル
ギー，B:生命・地球）における観察や実験の勘所やノウハ
ウ、楽しく役立つ教材の利用法などを6つのテーマにわたっ
て紹介します。授業は、実際にグループ実験して頂いたり、
演示実験による講習も行います。同時に、その原理につい
てもていねいに解説します。

片桐　昌直（教育学部教授）
吉本　直弘（教育学部准教授）
辻岡　強（教育学部教授）
種田　将嗣（教育学部准教授）
神鳥　和彦（教育学部教授）
生田　享介（教育学部准教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年8月18日～
令和2年8月20日

教諭 小学校教諭向け 18,000円 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507127号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】楽しく役立つ理科実験入
門－理科室をもっと活用したい－

理科の実験室で4人ずつのグループを作り，理科の各分野
（A:物質・エネルギー，B:生命・地球）における観察や実験の
勘所やノウハウ，楽しく役立つ教材の利用法などを6つの
テーマにわたって紹介し、実際にグループ実験していただき
ます。また、その原理についてもていねいに解説します。

安積　典子（科学教育センター講師）
岡崎　純子（教育学部准教授）
川村　三志夫（教育学部教授）
深澤　優子（教育学部准教授）
鈴木　康文（教育学部教授）
横井　邦彦（教育学部教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭 小学校教諭向け 18,000円 32人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507128号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】自然観察入門

主に理科の第二分野（生命・地球）において、実際に野外で
自然観察を行う場合に注意すべき点、野外観察に関連した
実験の方法などを６つのテーマについて紹介します。本講
習では、野外実習、屋内での講義と実験を行う予定です。野
外実習は、講習会場の周辺で行い、屋内の実験と講義は、
実験室または普通教室で行う予定です。野外実習は、天候
により変更される場合もあります。

乾　陽子（教育学部准教授）
鵜澤　武俊（教育学部准教授）
小西　啓之（教育学部教授）
仲矢　史雄（科学教育センター教授）
広谷　博史（教育学部教授）
松本　桂（教育学部准教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校理科教諭向

け

18,000円 24人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507129号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】現代科学・技術につなが
る高等学校理科

高等学校理科で学習したことが、現代科学・技術にどの様
につながっているか理解することを目的とする。講習は理科
の全分野(物理、化学、生物、地学)を含んでおり、各分野か
ら選ばれたトピックスについて講義を行う。

喜綿　洋人（教育学部准教授）
久保埜　公二（教育学部教授）
鈴木　剛（教育学部教授）
谷　敬太（教育学部教授）
堀　一繁（教育学部准教授）
堀　真子（教育学部准教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年8月18日～
令和2年8月20日

教諭
高等学校理科教

諭向け
18,000円 20人

令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507130号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】「子どもが『わかる』音楽
科授業を実現する教材研究と授
業デザイン」

音楽科の教材研究と方法研究
　教材研究・・声楽、ピアノ、指揮法、音楽学の各分野より、
教科書に記載されている楽曲の見方、扱い方、表現方法等
について、実技を交えて講義する。
　方法研究・・学習指導要領(現行)の内容に即し、授業構成
と評価の仕方、指導技術等について、模擬授業のアプロー
チやビデオ資料を使って実践的に講義する。

兼平　佳枝（教育学部准教授）
田中　龍三（教育学部特任教授）
藤倉　智文（教育学部特任教授）
寺尾　正（教育学部特任教授）
北川　純子（教育学部特任教授）
猿谷　紀郎（教育学部准教授）
吉野　秀幸（教育学部准教授）

大阪府大阪市 18時間
令和2年9月6日、
令和2年9月13日、
令和2年9月20日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け、中学
校・高等学校音
楽科教諭向け、
特別支援学校教

諭向け

18,000円 40人
令和2年6月30日～

令和2年7月5日

令02-
10059-
507131号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】音楽実技総合演習～学
び、歌い、奏で～

音楽教員として必要な実技（歌唱、器楽、指揮法）と知識（楽
曲分析、音楽文化論、吹奏楽）を身に付け、スキルアップを
目指します。

神代　修（教育学部教授）
稲垣　琢磨（教育学部教授）
中務　晴之（教育学部教授）
北川　文雄（教育学部教授）
玉井　裕子（教育学部教授）
山畑　誠（教育学部准教授）
岡本　麻子（教育学部准教授）
卜田　隆嗣（教育学部教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭
中学校・高等学
校音楽科教諭向

け
18,000円 30人

令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507132号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】図工・美術の教材体験①

三日間で主に実材をつかった以下の制作を体験し、児童生
徒の感性や身体感覚に基づく教材への発展を目指します。
○手道具や電動工具を用いて、木を素材にしたものづくりを
体験し、材料の特性や道具の適切な使い方などの基礎を学
びます。
○一味違った陶芸作品の作り方を通して、モノが出来ていく
プロセスまた完成した時の達成感をあらためて体験します。
○身近な材料や道具で染めを楽しみながら、基本的な染め
の原理や表現の基礎を学びます。

青木　宏子（教育学部特任准教授）
谷村　さくら（教育学部特任准教授）
佐藤　賢司（教育学部教授）

大阪府柏原市 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
教諭向け、中学
校・高等学校美
術科教諭向け、
特別支援学校教

諭向け

18,000円 20人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507133号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】図工・美術の教材体験②

三日間で主に実材をつかった以下の制作を体験し、児童生
徒の感性や身体感覚に基づく教材への発展を目指します。
○手道具や電動工具を用いて、木を素材にしたものづくりを
体験し、材料の特性や道具の適切な使い方などの基礎を学
びます。
○一味違った陶芸作品の作り方を通して、モノが出来ていく
プロセスまた完成した時の達成感をあらためて体験します。
○身近な材料や道具で染めを楽しみながら、基本的な染め
の原理や表現の基礎を学びます。

青木　宏子（教育学部特任准教授）
谷村　さくら（教育学部特任准教授）
佐藤　賢司（教育学部教授）

大阪府柏原市 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
教諭向け、中学
校・高等学校美
術科教諭向け、
特別支援学校教

諭向け

18,000円 20人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507134号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】美術表現への導入として

本講習の目的は、美術を取り巻く今日的な課題の考察を通
して、美術表現に対する視野を広げ、魅力ある授業作りへヒ
ントを提供することです。そのために、実技分野専任教員に
よる絵画・立体造形・ヴィジュアルデザインの実技講習を実
施し、多様化する美術表現の現在を、理論と実践の両側面
から考察します。

江藤　亮（教育学部准教授）
五明　真（教育学部准教授）
寺島　みどり（教育学部准教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭

中学校・高等学
校美術科教諭向
け、特別支援学

校教諭向け

18,000円 10人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507135号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】楽しく学ぶ書写実践講座

主に小・中学校における書写のテキストの技法分析と習得・
指導の在り方を中心に行う。また、テキストの手本となって
いる書の背景にある古典の学習も行い、漢字・かな文字の
基本的な技法を習得し、指導の幅を広げる。その上で、書
写の学習内容の在り方・高等学校書道における古典の学習
や鑑賞方法などを考える。

池田　利広（教育学部教授）
瀨川　賢一（教育学部准教授）
出野　文莉（教育学部准教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年8月18日～
令和2年8月20日

教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校書道教諭向

け

18,000円 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507136号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】小学校体育の理論と実際
①

体育科の学習指導の考え方・進め方について、学習指導要
領の趣旨および改訂の背景を踏まえて講義する。また、小
学校における体育科指導についての基本的な考え方を踏ま
え、授業の進め方および指導の要点について、保健領域の
講義ならびに陸上運動・器械運動・ボール運動・水泳運動各
領域の実技・実習を通して講じる。

赤松　喜久（教育学部教授）
古和　悟（教育学部教授）
生田　泰志（教育学部教授）
鉄口　宗弘（教育学部教授）
井上　功一（教育学部准教授）
小川　剛司（教育学部准教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年7月28日～
令和2年7月30日

教諭 小学校教諭向け 18,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507137号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】小学校体育の理論と実際
②

体育科の学習指導の考え方・進め方について、学習指導要
領の趣旨および改訂の背景を踏まえて講義する。また、小
学校における体育科指導についての基本的な考え方を踏ま
え、授業の進め方および指導の要点について、保健領域の
講義ならびに陸上運動・器械運動・ボール運動・水泳運動各
領域の実技・実習を通して講じる。

赤松　喜久（教育学部教授）
古和　悟（教育学部教授）
生田　泰志（教育学部教授）
鉄口　宗弘（教育学部教授）
井上　功一（教育学部准教授）
小川　剛司（教育学部准教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年7月28日～
令和2年7月30日

教諭 小学校教諭向け 18,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507138号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】武道・舞踊・スポーツの実
践力を高めるための理論と実践
①

武道・舞踊・スポーツの実践現場（学校体育・課外活動等）
における諸問題について様々な角度からアプローチし解決
を図っていく。それぞれの授業は、実技や講義が混在してい
ますのでご注意ください。

石川　美久（教育学部講師）
林　洋輔（教育学部講師）
橋本　恒（教育学部特任助教）
千住　真智子（教育学部教授）
太田　順康（教育学部教授）
吉田　雅行（教育学部教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年7月28日～
令和2年7月30日

教諭
中学校・高等学
校保健体育科教

諭向け
18,000円 50人

令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507139号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】武道・舞踊・スポーツの実
践力を高めるための理論と実践
②

武道・舞踊・スポーツの実践現場（学校体育・課外活動等）
における諸問題について様々な角度からアプローチし解決
を図っていく。それぞれの授業は、実技や講義が混在してい
ますのでご注意ください。

石川　美久（教育学部講師）
林　洋輔（教育学部講師）
橋本　恒（教育学部特任助教）
千住　真智子（教育学部教授）
太田　順康（教育学部教授）
吉田　雅行（教育学部教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年7月28日～
令和2年7月30日

教諭
中学校・高等学
校保健体育科教

諭向け
18,000円 50人

令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507140号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】養護教諭－力量形成のた
めの理論と実践

養護教諭に求められている資質や児童・生徒等を取り巻く
健康問題について、生体の機能や環境への適応と健康障
害、救急看護、ヘルスプロモーション、養護教諭の果たすべ
き役割など多角的に講義する。

榎木　泰介（教育学部准教授）
松本　鉄也（教育学部教授）
永井　由美子（教育学部教授）
阪本　尚正（教育学部特任教授）
平田　久美子（教育学部教授）

大阪府大阪市 18時間
令和2年8月18日～
令和2年8月20日

養護教
諭

養護教諭向け 18,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507141号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】中学校教員を対象とした
ものづくりに関する講習

①エネルギー変換に関わる講義と実験
②材料加工に関わる講義と実験・実習
③情報に関わる講義

永冨　一之（教育学部教授）
篠澤　一彦（教育学部教授）
光永　法明（教育学部准教授）
成田　一人（教育学部准教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭
中学校技術科教

諭向け
18,000円 12人

令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507142号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】どこでもできる森林ESD〜
地域と連携した教科での展開〜

　森林ESDとは，持続可能な社会づくりに向け，問題解決に
必要な能力・態度を身につけさせるための森林や身近な自
然環境を活用した学習活動です。本講座では，森林や木材
のことを実践的・体験的活動を通して学びます。そして，小
学校の社会科，理科，図画工作科や中学校の技術・家庭科
での教科内容の中から，森林ESDと関わりの深い単元や題
材について地域の物的，人的支援を活用し，学校の実態に
応じた指導計画を考えます。

永冨　一之（教育学部教授）
岡崎　純子（教育学部准教授）
青木　宏子（教育学部特任准教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭

小学校理科・社
会・図工教諭向

け、中学校技術・
家庭教諭向け

18,000円 22人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507143号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】消費者教育をデザインし
よう

学校教育現場には、18歳成人に向けて若年消費者教育の
充実が求められている。理論を押さえ、出前講座等の体験
をふまえ、最終日には、グループワークで授業をデザインす
る。国民生活センターや専門機関などと連携して実施するこ
とも考えている。

大本　久美子（教育学部教授）
鈴木　真由子（教育学部教授）

大阪府大阪市 18時間
令和2年8月18日～
令和2年8月20日

教諭
小学校教諭向

け、中学校家庭
教諭向け

18,000円 35人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507144号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】家庭科の中の実験・実
習・実技

家庭科などで実施可能な実験・実習のうち、食物・被服・家
族・保育の分野から授業に取り入れやすいものを中心に紹
介します。
「家族、保育」領域：実技やワークを中心とした内容を行い、
子ども達の育つ環境について理解。
「食物」領域：調理操作による食品成分の変化をみる調理科
学実験や、市販の加工食品に関する実習、実験。
「被服」領域：洗浄実験や手作りフェルトの実習等を通して羊
毛の性質の解説。

井奥　加奈（教育学部教授）
中田　忍（教育学部教授）
小﨑　恭弘（教育学部准教授）
山田　由佳子（教育学部准教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭
中学校、高等学
校家庭教諭向け

18,000円 20人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507145号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】体験・実習を通じた住まい
と食生活分野の学習

体験・実習を通じて住まいと食生活分野の学習を検討しま
す。住まいの分野では、机上でできる実習を通じて安全な住
まいについて考えます。また、大阪市立住まいのミュ－ジア
ム（大阪くらしの今昔館）の江戸時代の町並みが再現された
展示室を活用した体験型の住まい学習を経験してもらいま
す。食生活分野では、食品のおいしさ、食の安全性等に関し
ての実習を通して、食生活の中の健康と安全について考え
ます。

碓田　智子（教育学部教授）
西川　章江（教育学部准教授）

大阪府柏原市 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭
中学校、高等学
校家庭教諭向け

18,000円 22人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507146号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】英語の授業を考える時
間：活動・指導法の「なに？」・「な
ぜ？」

この講習ではコミュニケーション能力育成のための4技能、
発音、語彙、文法指導や、CLIL(内容言語統合型学習）、タ
スクベースの言語指導等の実践例をご紹介しつつ、その背
景にある理論も交えて、そのような活動・指導法が先生方の
指導環境にどう当てはまるかを皆で考えます。2学期からの
授業のヒントを共有する機会を提供できればと思います。

橋本　健一（教育学部准教授）
柏木　賀津子（大学院連合教職実践研究科教
授）
加賀田　哲也（教育学部教授）
箱﨑　雄子（教育学部教授）

大阪府大阪市 18時間
令和2年7月21日～
令和2年7月23日

教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校英語科教諭
向け、特別支援
学校教諭向け

18,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507147号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】授業を基礎から支える英
語統語論

講義内容は、英語教育学ではなく、英語の母語話者がどん
な文法知識を持っていると現代の言語学で考えられている
かをご紹介するものです。その内容は、2学期からすぐに先
生方の英語の授業のお役に立つわけではありません（教授
法でも授業研究でもなく、先生方に模擬授業をして頂く予定
もありません）。英語の先生方に英文法の面白さを知ってい
ただく機会を提供したいと思います。

寺田　寛（教育学部教授） 大阪府大阪市 18時間
令和2年7月21日～
令和2年7月23日

教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
18,000円 30人

令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507148号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】特別支援教育の現状と課
題

インクルーシブ教育システム構築をめぐる現在の教育･研究
の動向について、特別支援教育学・特別支援心理学・特別
支援臨床学の各専門分野から多角的に講義及び討論を併
せ行う。

井坂　行男（教育学部教授）
今枝　史雄（教育学部特任講師）
大内田　裕（教育学部特任准教授）
須田　正信（教育学部特任教授）
冨永　光昭（教育学部教授）
西山　健（教育学部教授）
野田　航（教育学部准教授）
平賀　健太郎（教育学部准教授）
山本　利和（教育学部教授）
湯浅　哲也（教育学部特任講師）

大阪府大阪市 18時間
令和2年9月6日、
令和2年9月13日、
令和2年9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

諭向け

18,000円 100人
令和2年6月30日～

令和2年7月5日

令02-
10059-
507149号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】学校における心理・福祉
領域からの教育協働

近年、不登校・いじめ問題・発達障がいのある子どもやその
保護者への対応等、教育現場においては困難な問題が山
積している。本講習では、「学校における心理・福祉領域か
らの教育協働」の観点から、教育現場において必要となる
社会福祉や心理学の知識についての解説や受講生による
グループワーク演習を行う。例えば、特別なニーズのある子
どもや家庭の理解と支援・教育の方法、教員とソーシャル
ワーカーやスクールカウンセラーが協働する意義と協働のコ
ツなどに焦点をあてる。

新崎　国広（教育学部教授）
石橋　正浩（教育学部教授）
寺坂　明子（教育学部准教授）

大阪府大阪市 18時間
令和2年7月28日～
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

諭向け

18,000円 24人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507150号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

122 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学 【選択】生涯学習論・社会教育論

教育基本法に即して生涯学習・生涯教育をめぐる現代的課
題を１．社会教育論、２．教育老年学、３．図書館情報学の
視点から講義する。具体的には、１．学校教育と社会教育の
連携や地域における学校の位置、教師の役割。２．生涯発
達とエイジング、成人期以降の知的能力の変化、高齢者教
育の可能性の知見の学校教育への応用。３．公共図書館の
意義および知的自由・表現の自由などの学校教育への応
用

堀　薫夫（教育学部教授）
高鍬　裕樹（教育学部准教授）

大阪府大阪市 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

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭、養護教

諭向け

18,000円 24人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507151号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】小学校教科オムニバス①

小学校のいくつかの授業科目をとりあげ、「魅力的な授業づ
くり」のための基礎講座として、教師にとって必要な専門的
な知識や技能、授業方法や授業展開にかかわるポイントに
ついて実践的な視点から講習を行う。なお、取り上げる教科
は国語･算数・理科･社会・英語･音楽・図画工作・体育など
からピックアップする予定である。

家木　康宏（教育学部教授）
生馬　裕子（教育学部准教授）
大木　愛一（教育学部教授）
垣本　徹（教育学部准教授）
田中　俊弥（教育学部教授）
種村　雅子（教育学部教授）
辻本　英和（教育学部教授）
出野　卓也（教育学部教授）
冨永　雅（教育学部准教授）
廣木　義久（教育学部教授）
裴　光雄（教育学部教授）
松井　祐（教育学部准教授）
吉野　秀幸（教育学部准教授）
加藤　あや子（教育学部准教授）

大阪府大阪市 18時間
令和2年7月21日～
令和2年7月23日

教諭 小学校教諭向け 18,000円 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507152号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】小学校教科オムニバス②

小学校のいくつかの授業科目をとりあげ、「魅力的な授業づ
くり」のための基礎講座として、教師にとって必要な専門的
な知識や技能、授業方法や授業展開にかかわるポイントに
ついて実践的な視点から講習を行う。なお、取り上げる教科
は国語･算数・理科･社会・英語･音楽・図画工作・体育など
からピックアップする予定である。

家木　康宏（教育学部教授）
生馬　裕子（教育学部准教授）
大木　愛一（教育学部教授）
垣本　徹（教育学部准教授）
田中　俊弥（教育学部教授）
種村　雅子（教育学部教授）
辻本　英和（教育学部教授）
出野　卓也（教育学部教授）
冨永　雅（教育学部准教授）
廣木　義久（教育学部教授）
裴　光雄（教育学部教授）
松井　祐（教育学部准教授）
吉野　秀幸（教育学部准教授）
加藤　あや子（教育学部准教授）

大阪府大阪市 18時間
令和2年7月28日～
令和2年7月30日

教諭 小学校教諭向け 18,000円 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507153号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】多様性を尊重する人権教
育

人権教育についての考えや悩みを出し合いつつ、多様性を
尊重する人権教育の意義と進め方について、学習活動を実
体験しながら学ぶ。同和教育の財産を土台に、国際的な動
きや政府の動きも見ながら、いまの学校現場に応じた人権
教育のカリキュラムづくりを身につける。カリキュラムは、互
いの共通点や相違点から始め、違いと差別について考え、
差別を捉える基礎概念を学んで、差別をなくす行動力を追
求する、という流れで構成する。

森　実（教職教育研究センター教授）
神村　早織（教職教育研究センター准教授）

大阪府大阪市 18時間
令和2年9月6日、
令和2年9月13日、
令和2年9月20日

教諭
小学校教諭向

け、中学校・高等
学校教諭向け

18,000円 50人
令和2年6月30日～

令和2年7月5日

令02-
10059-
507154号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】幼小をつなぐ学びと遊び
のカリキュラムマネジメント

幼児期から初等教育期の連続した学び（遊び・生活科・総合
的な学習）について考えます。前半は幼小接続です。小学
校生活科でのスタートカリキュラム・くぐらせ期の教育の演
習・気付きについてフィールドワーク（屋外）を行います。後
半は、総合的な学習の実践事例の紹介や演習、参加者の
経験を交流するなかで、互いの良さを共有していきます。全
体を通して、幼児教育を基盤としたボトムアップのカリキュラ
ムマネジメントを考えます。

佐久間　敦史（教職教育研究センター准教授） 大阪府大阪市 18時間
令和2年7月28日～
令和2年7月30日

教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
18,000円 50人

令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507155号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】物語教材の系統的学習
指導の開発

小学校国語科学習指導の諸領域のうち、物語教材の学習
指導を取り上げる。従来、その系統的な指導が十分に開発
されてこなかった物語教材の学習を、教材の構造や特徴に
即した教材分析ならびに授業づくりを工夫することによって、
系統的に学びうる領域へと変えていくことを試みる。

住田　勝（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月13日

令02-
10059-
507156号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

神戸大学
【選択】データサイエンスで活躍
する数学

データの処理に使われている数学と関連する数学ソフトウエ
アについて解説する。このような主題では多くの話題がある
が, ここでは最適化の手法を主に解説したい。最小値, 極小
値を求める問題は高校数学での定番の問題であるが, デー
タの処理に用いられる場合は多様な手法が知られている。
この講習では, この多様な手法の一端を紹介すると共に, こ
れらの手法を実装した数学ソフトウエアを紹介する。

高山　信毅（理学研究科数学専攻教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校（数学）教
諭・高等学校（数

学）教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
10061-
507983号

078-803-5208
http://www.kobe-
u.ac.jp/

神戸大学 【選択】現代物理学の最前線

現代自然科学の最新の成果と発展について、中等教育との
関係も視野に入れながら講義する。
当日は以下の話題について２名の講師が講義を行う。
　（１）相対論の不思議な世界
　（２）放射線（粒子線）測定の最先端

坂本　眞人（理学研究科物理学専攻准教授）
藏重　久弥（先端融合研究環教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月6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16日～
令和2年5月8日

令02-
10061-
507984号

078-803-5208
http://www.kobe-
u.ac.jp/

神戸大学
【選択】現代自然科学の発展（化
学）

現代自然科学の最新の成果と発展について、中等教育との
関係も視野に入れながら講義する。
当日は以下の話題について２名の講師が講義を行う。
　（１）イオン液体の科学
　（２）光合成色素の光科学

持田　智行（理学研究科化学専攻教授）
秋本　誠志（理学研究科化学専攻准教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月21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16日～
令和2年5月8日

令02-
10061-
507985号

078-803-5208
http://www.kobe-
u.ac.jp/

奈良教育大学
【選択】児童生徒のフィジカルヘ
ルスとメンタルヘスルにおける諸
問題

子ども達を取り巻く社会構造の大きな変化を背景として、学
校教育が抱える課題は一層複雑・多様化し、子ども達の心
と身体に影響を与えている。各講義では運動学、心身医
学、生理学・栄養学分野を専門とする大学教員が、学校保
健における諸問題（体力低下、ストレス、こころの問題、感染
症、食事など学校園における健康課題）などについて最新
の知見を紹介しながら解説し、教育現場での実践に生かす
ことを目的とした講習を行う。

立　正伸（教育学部准教授）
辻井　啓之（保健センター教授）
髙木　祐介（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507487号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】奈良の自然と災害を知っ
て子供をまもる～防災教育入門
～

奈良県のこどもたちやその家族を守るために、奈良県で起
こる可能性の高い災害について山間部や都市における災
害に関する知識を深めるとともに、学校における防災教育
推進プランの紹介や災害が起こったことを想定した思考ト
レーニングならびに防災の基礎知識について講義を行いま
す。

笠次　良爾（教育学部教授）
和田　穣隆（教育学部教授）
山田　拓（国土交通省近畿地方整備局紀伊山
系砂防事務所　調査課長）
高田　大介（奈良県教育委員会事務局保健体
育課　指導主事）
大内　卓久（奈良県総務部知事公室防災統括
室　主幹）
北畑　雄一郎（奈良県総務部知事公室防災統
括室　室長補佐）

奈良県奈良市 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 50人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507488号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学
【選択】奈良の自然と災害を知っ
て子供をまもる～防災教育入門
～

奈良県のこどもたちやその家族を守るために、奈良県で起
こる可能性の高い災害について山間部や都市における災
害に関する知識を深めるとともに、学校における防災教育
推進プランの紹介や災害が起こったことを想定した思考ト
レーニングならびに防災の基礎知識について講義を行いま
す。

笠次　良爾（教育学部教授）
和田　穣隆（教育学部教授）
山田　拓（国土交通省近畿地方整備局紀伊山
系砂防事務所　調査課長）
高田　大介（奈良県教育委員会事務局保健体
育課　指導主事）
大内　卓久（奈良県総務部知事公室防災統括
室　主幹）
北畑　雄一郎（奈良県総務部知事公室防災統
括室　室長補佐）

奈良県奈良市 6時間 令和2年10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5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507489号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】3Dプリンタで教材開発

近年の3Dプリンタの低価格化および普及が進むとともに，
学校等にある一般のコンピュータやタブレットを使った3D造
形が可能になっており，実現したい学びに合わせた教材の
開発の選択肢が大きく広がろうとしています．本講座では，
3Dプリンタでどのようなことができるのか，どのような形で教
材開発に活かせるのかについて，数人に1台の3Dプリンタを
使った実習を通して学びます．

古田　壮宏（次世代教員養成センター准教授）
中村　武弘（次世代教員養成センター特任講
師）
青木　智史（教育学部非常勤講師）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8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5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507490号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】学校現場におけるリスク
マネジメント－重症度の高い傷病
とその対応について－

学校現場では体育・運動部活動中の突然の心停止や熱中
症、アナフィラキシーショックなど、児童生徒の生命に関わる
重篤な傷病が毎年発生しており、これら重症度の高い傷病
に対して適切な判断を行い、迅速に対応を行うリスクマネジ
メントが教員には要求されている。本講習では学校現場に
おけるリスクマネジメントの基本的な考え方を示し、代表的
な傷病について最新の知識と技術を提供する。

笠次　良爾（教育学部教授）
南部　光彦（なんぶ小児科アレルギー科　院長）

奈良県奈良市 6時間 令和2年10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5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507491号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】学校適応に生かす心理学

本講習は、学級集団内における規範意識と私語、及び協同
学習による授業づくりというテーマで構成されている。小学
生、中学生の学力向上と学校適応、そして全般的な教育内
容の充実のため有益な内容について解説する。受講者には
各講義で解説された内容を理解し、その基礎的部分につい
て自らの言葉で説明できるよう求める。

出口　拓彦（教育学部准教授）
中山　留美子（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月12日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 80人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507492号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】学校適応に生かす心理学

本講習は、学級集団内における規範意識と私語、及び協同
学習による授業づくりというテーマで構成されている。小学
生、中学生の学力向上と学校適応、そして全般的な教育内
容の充実のため有益な内容について解説する。受講者には
各講義で解説された内容を理解し、その基礎的部分につい
て自らの言葉で説明できるよう求める。

出口　拓彦（教育学部准教授）
中山　留美子（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年10月3日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 80人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507493号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】自殺予防のための生徒理
解と援助

わが国の15歳～39歳の各年代の死因の第1位は「自殺」。
10～14歳においても、1位の「悪性新生物」に続く2位であ
る。(平成３０年版自殺対策白書)である。本講習は、児童生
徒の自殺予防を目的に①自殺の対人関係理論を学び、児
童生徒の自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を
図ることができるゲートキーパーとしての教師の役割取得に
向けた②事例検討や③演習を取り入れた実践的講習であ
る。

太田　仁（奈良大学　教授） 奈良県奈良市 6時間 令和2年8月6日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 30人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507494号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】ICT（テレビ会議）の活用
（教員のICT活用指導力の向上）

「教員のＩＣＴ活用指導力規準表（JAPET2008策定)」のうち、
「教育の情報化」「情報教育」「ICTを活用した授業」につい
て、系統的・体系的に扱います。
主にテレビ会議(専用機、Skype等)というICT活用を中心に、
義務教育における児童生徒に育む情報活用能力と、ＩＣＴ等
を活用した授業手法を関連づけながら実践的な力量形成を
目指した講習を実施します。

伊藤　剛和（次世代教員養成センター教授）
小﨑　誠二（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　主幹）
鹿島　慎一（奈良県教育委員会学校支援課　指
導主事）

奈良県奈良市 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 50人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507495号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学 【選択】奈良の森と水と動物

奈良県は森林率が77％にのぼる森林県である。森林は林
業の生産基盤であると同時に、流域の水資源を涵養し、紀
伊半島の生物多様性を担う自然環境の拠点でもある。ま
た、奈良県は瀬戸内海に流入する河川の上流県であり、瀬
戸内海の水環境保全にとっても重要な役割を果たす必要が
ある。本講座では奈良の森と水と動物をめぐる自然環境の
最新の現状と課題について解説し、課題を次世代に伝えそ
の解決に資するための環境教育の可能性に言及する。

松井　淳（教育学部教授）
藤井　智康（教育学部教授）
辻野　亮（教育学部准教授）
相奈良　律（（公財）大阪府レクリエーション協会
公認講師）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月12日 教諭 全教諭 6,000円 80人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507496号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】奈良の森と水と動物

奈良県は森林率が77％にのぼる森林県である。森林は林
業の生産基盤であると同時に、流域の水資源を涵養し、紀
伊半島の生物多様性を担う自然環境の拠点でもある。ま
た、奈良県は瀬戸内海に流入する河川の上流県であり、瀬
戸内海の水環境保全にとっても重要な役割を果たす必要が
ある。本講座では奈良の森と水と動物をめぐる自然環境の
最新の現状と課題について解説し、課題を次世代に伝えそ
の解決に資するための環境教育の可能性に言及する。

松井　淳（教育学部教授）
藤井　智康（教育学部教授）
辻野　亮（教育学部准教授）
相奈良　律（（公財）大阪府レクリエーション協会
公認講師）

奈良県奈良市 6時間 令和2年10月17日 教諭 全教諭 6,000円 80人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507497号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】ESD―SDGｓの基礎

現在、世界中でＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）達成のため
の取組が実施されている。文部科学省では、ＥＳＤ（持続可
能な開発のための教育）をＳＤＧｓに貢献する教育と位置づ
ける他、新学習指導要領の前文に「持続可能な社会の創り
手」の育成が明記された。本講義では、①地球的諸課題、
②ＥＳＤの学習理論、③ＥＳＤの優良実践事例の分析、④Ｅ
ＳＤ学習指導案の作成について理解を深めることをねらいと
し、本学のＥＳＤティーチャープログラムと関連付けて実施す
る。

中澤　静男（次世代教員養成センター准教授） 奈良県奈良市 6時間 令和2年8月14日 教諭 全教諭 6,000円 40人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507498号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】世界遺産とユネスコの教
育

奈良県には３つの世界遺産がある。本講習では、持続可能
な開発のための教育（ESD)の概要を解説すると共に、世界
遺産や文化遺産を通した教育を具体的に紹介し、文化遺産
が現代人に問いかける意味について考察する。危機遺産の
現状と課題とともに、文化遺産がどのように保存されてきた
かなど、保存技術についても紹介したい。

坂井　秀弥（奈良大学　文学部教授）
西山　要一（非常勤講師）
中澤　静男（次世代教員養成センター准教授）
田渕　五十生（元奈良教育大学教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年10月3日 教諭 全教諭 6,000円 120人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507499号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】18歳成年に伴う主権者・
消費者教育について

すでに選挙権の関係関係では18歳から投票権が付与され
ているが、2022（令和４）年4月1日からは、民法の成年年齢
の規定が改正され、18歳で成年に達することになる。これに
あわせて、民法の中の未成年者の取扱いが変わる他、他の
さまざまな法律でも、18歳成年制にあわせて改正が行われ
る。どのような改正があるのかを学ぶとともに、消費者被害
の増加に対する対応策などについても学ぶ。

床谷　文雄（奈良大学　教授） 奈良県奈良市 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 30人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507500号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】特別支援教育の当面する
課題１

この講座では、障害のある子どもの発達的理解と指導の基
本原則、特別支援教育における教育実践の諸問題などに
ついて概説する。「特殊教育から特別支援教育へ」の転換を
学校現場で実現していくための基礎的認識の獲得を目的と
する。

富井　奈菜実（特別支援教育研究センター特任
講師）
堀田　千絵（関西福祉科学大学　教育学部教育
学科発達支援教育専攻准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年10月17日
教諭

養護教
諭

特別支援教育関
連教諭・養護教

諭
6,000円 80人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507501号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】特別支援教育の当面する
課題２

この講座では、特別支援教育を理解する上での基礎的な医
学的知識、心理学的知識、児童生徒の行動問題の理解と
対応などについて概説する。「特殊教育から特別支援教育
へ」の転換を学校現場で実現していくための基礎的認識の
獲得を目的とする。

根來　秀樹（大学院教育学研究科教授）
中西　陽（特別支援教育研究センター特任准教
授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年10月18日
教諭

養護教
諭

特別支援教育関
連教諭、養護教

諭
6,000円 80人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507502号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学
【選択】保育内容の充実（表現活
動を通じて）

３つの小テーマを扱った講座を開講する。音楽、造形、身体
表現を担当する教員が、それぞれの活動実践や研究成果
から今後の教育実践で有益と思われる内容を選び、解説す
る。受講者には各講座内容を理解すると共に、本講座での
演習や体験を教育実践の場で活かせる取り組みにつなげ
てほしい。

尾田　敬子（奈良保育学院　非常勤講師）
林　泰史（奈良保育学院　常勤講師）
柳田　紀美子（奈良保育学院　非常勤講師）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月3日 教諭 幼稚園教諭 6,500円 25人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507503号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】保育内容の充実（表現活
動を通じて）

３つの小テーマを扱った講座を開講する。音楽、造形、身体
表現を担当する教員が、それぞれの活動実践や研究成果
から今後の教育実践で有益と思われる内容を選び、解説す
る。受講者には各講座内容を理解すると共に、本講座での
演習や体験を教育実践の場で活かせる取り組みにつなげ
てほしい。

尾田　敬子（奈良保育学院　非常勤講師）
林　泰史（奈良保育学院　常勤講師）
柳田　紀美子（奈良保育学院　非常勤講師）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月4日 教諭 幼稚園教諭 6,500円 25人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507504号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】保育内容の充実（幼児期
における運動遊びの指導と実践）

幼稚園教育要領では、領域「健康」のなかに『いろいろな遊
びの中で十分に体を動かす』という内容があげられている。
運動の多様性を意味していると考えられるこの言葉を、運動
遊びの実践の中でどのように具体化していくかを考える。更
に、多様な運動パターンのバリエーションを演習する。

濵野　ゆうり（奈良保育学院　常勤講師）
眞田　隆雄（池田てしまサッカークラブ　統括）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭 6,100円 25人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から５月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507505号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】保育内容の充実（幼児期
における運動遊びの指導と実践）

幼稚園教育要領では、領域「健康」のなかに『いろいろな遊
びの中で十分に体を動かす』という内容があげられている。
運動の多様性を意味していると考えられるこの言葉を、運動
遊びの実践の中でどのように具体化していくかを考える。更
に、多様な運動パターンのバリエーションを演習する。

濵野　ゆうり（奈良保育学院　常勤講師）
眞田　隆雄（池田てしまサッカークラブ　統括）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,100円 25人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507506号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】学びの芽生えを育む保育

２０１８年度から実施されている新幼稚園教育要領、幼保連
携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針等で
は、幼児教育の内容を統一し、小学校就学後のつながりが
共通化された。また、子どもの育ちについても乳児からの発
達の連続性や「資質・能力」を中心とする考え方によって、幼
児教育の基本的な部分や幼児期に育むべき力がより明確
になった。これらのことを踏まえて、これから保育者に求めら
れることを整理しながら、子どもの育ちを支える保育者の役
割を総合的に理解し、実践に役立ててほしい。

片岡　三和（奈良佐保短期大学附属生駒幼稚
園　園長）
和田　公子（奈良市子育てセンター「ゆめの丘
サホ」　センター長）
増井　啓子（奈良佐保短期大学　特任教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月4日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507507号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】こどもの音楽表現を支え
る技術

音楽理論を復習しながら実践的な音楽技術について学ぶ。
こどもの歌のメロディに対して適切な伴奏を自分で創作する
方法や、歌の音域がこどもの声域と合わない場合などに対
応できるように移調する方法を学ぶ。歌唱については、自然
で無理のない発声を体験的に学び、音楽的な歌の表現を考
える。最後に、コードネームだけが書かれたこどもの歌を見
ながら簡単な伴奏がつけられるように演習しながら学ぶ。

多田　純一（奈良佐保短期大学　地域こども学
科講師）
和田　宏一（奈良佐保短期大学　地域子ども学
科非常勤講師）
中島　倍代（奈良佐保短期大学　地域子ども学
科非常勤講師）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507508号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】こどもの音楽表現を支え
る技術

音楽理論を復習しながら実践的な音楽技術について学ぶ。
こどもの歌のメロディに対して適切な伴奏を自分で創作する
方法や、歌の音域がこどもの声域と合わない場合などに対
応できるように移調する方法を学ぶ。歌唱については、自然
で無理のない発声を体験的に学び、音楽的な歌の表現を考
える。最後に、コードネームだけが書かれたこどもの歌を見
ながら簡単な伴奏がつけられるように演習しながら学ぶ。

多田　純一（奈良佐保短期大学　地域こども学
科講師）
和田　宏一（奈良佐保短期大学　地域子ども学
科非常勤講師）
中島　倍代（奈良佐保短期大学　地域子ども学
科非常勤講師）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507509号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学
【選択】幼児教育における「遊び」
再考

今日、保育・幼児教育は大きな変革期を迎えている。しか
し、どのような時代にあっても、幼児教育の中心は幼児の自
発的な活動としての「遊び」であることには変わりはない。本
講習では「発達」「保育の質」「環境」の３つの観点から改め
て「遊び」について捉え直すとともに、これらを踏まえて「絵
本」に関わる保育実践を構想する。その上で、新たな時代の
保育・幼児教育の在り方について展望することを目指す。

横山　真貴子（教育学部教授）
長谷川　かおり（非常勤講師）
廣瀬　聡弥（教育学部准教授）
佐川　早季子（教育学部准教授）

奈良県奈良市 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8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507510号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】幼稚園教育におけるねら
いと内容及び教師の役割

広い見地からの内容として、子どものもてる力を伸長する教
師の受容的な関わり方と環境づくりについて。具体的な教育
活動として造形等の表現についてである。それぞれを専門
的に研究する教員が、人格形成の基礎を培う幼稚園教育の
ねらい、内容、教師の役割などから演習形式の活動を交え
て講義を行う。受講者には各講義で解説された内容を理解
し、その中心となる部分を記述説明できることを求める。

西尾　正寛（畿央大学　教育学部教授）
中村　恵（畿央大学　教育学部准教授）
小林　佐知子（畿央大学　教育学部特任准教
授）
永渕　泰一郎（畿央大学　教育学部准教授）

奈良県北葛城
郡広陵町

6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507511号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】幼児教育、初等教育に活
かす自然体験活動

社会の発展に伴い子どもたちのとりまく状況は、自然体験の
減少へと変化している。この変化は、子どもたちの心身の発
達に大きく影響を及ぼしている。本講座では自然体験活動
の意義を学ぶとともに、コミュニケーションワークや自然遊び
の体験を通してその活動の指導法などを習得することを目
的とする。学校、園所で自然体験活動（野外活動）を効果的
に実施するための指導力向上を図る。

中村　恵（畿央大学　教育学部准教授）
吉藤　行二（奈良県北葛城郡王寺町立王寺北
小学校　校長）
中西　達也（奈良県立野外活動センター　主任
主査）
野村　篤司（奈良県立野外活動センター　主任
主査）
小角　康夫（奈良県立野外活動センター　主任
主査）

奈良県奈良市 12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
幼稚園・小学校

教諭
14,900円 30人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507512号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】これからの生活科～育ち
と学びの連続をふまえて～

「これからの生活科～子どもの育ちと学びの連続をふまえて
～」を講習テーマとする。学習指導要領を踏まえ、体験をと
おした気付きを質的に高める指導の在り方や幼児教育との
具体的な接続・連携の図り方について講習する。

善野　八千子（奈良学園大学　人間教育学部教
授）

奈良県生駒郡
三郷町

6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園、小学校

教諭
6,000円 40人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507513号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】気になる子どもとその保
護者への理解と援助

発達の遅れが気になる子どもの理解にあたって、精神医学
と発達論の基本を学ぶ。個別の「育ちの偏り」を理解し、子
どもの「育ち」を伸ばす保育者の支援方法、保護者との連携
について具体的に理解する。さらに、子ども支援を考える際
の見方・捉え方として行動分析の基本的な理論やアセスメン
ト（記録方法等）を学び、事例を通してさらに子どもに対する
支援だけでなく、同様の枠組みを用いて保護者への支援に
ついても考えていく。

勝田　麻津子（奈良佐保短期大学　地域こども
学科教授）
別所　崇（奈良佐保短期大学　地域子ども学科
専任講師）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月7日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 30人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507514号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】学校教育における自然体
験活動

学校教育における自然体験活動は、子供たちの豊かな人
間性や社会性の形成及び基本的な体力や心身の健康の保
持・増進、望ましい人間関係の形成など、教育効果の高い
取組として実施されている。本講習では、受講者が、自然体
験活動の教育的効果について理解するとともに、幼児・児
童･生徒に指導する上で必要となる知識・技能を習得し、子
どもの発達段階に応じて適切かつ安全に活動するための方
法を知ることにより指導力向上を図る。

南　勝久（奈良県宇陀市立室生中学校　校長）
鈴口　真也（国立青少年教育振興機構　 国立
曽爾青少年自然の家　次長）
曽和　良友（国立青少年教育振興機構   国立
曽爾青少年自然の家　企画指導専門職）
森本　貴仁（国立青少年教育振興機構　 国立
曽爾青少年自然の家　企画指導専門職）
高瀨　宏樹（国立青少年教育振興機構　 国立
曽爾青少年自然の家　企画指導専門職）
奥田　博（NPO地球元気村自然学校　校長）

奈良県宇陀郡
曽爾村

12時間
令和2年7月27日～
令和2年7月28日

教諭
養護教

諭

幼稚園・小学校・
中学校教諭、養

護教諭
14,500円 40人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507515号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学 【選択】初等教科（国語・英語）

英語：小学校外国語（活動）の概観及び第二言語習得理論
の概要の理解を経て、児童により効果的に英語を習得させ
るという観点から、授業における、１．教師が児童に話す英
語、２．言語活動の指導の工夫、３．具体的な評価の方法、
について、演習を通して理解を深め、実践力を高める。
国語：学習指導要領の改訂を受け、小学校国語科ではどの
ような指導が必要になるのかについて、学力調査等の結果
を踏まえながら、具体的な教材を用い、演習形式で深める。

前田　康二（大学院教育学研究科准教授）
棚橋　尚子（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 80人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507516号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】初等教科（社会・生活）

社会：小学校社会科教科書に掲載されることがある「満洲農
業移民」について理解を深め、社会科授業での取り上げ方
を考える。また、現代の社会において重要な役割を果たす
市場と価格について、その資源配分機能をわかりやすく解
説する。
生活：生活科における教材開発とものづくりや昔の遊びを通
した生活科の活動について考える。教材開発では、具体的
な教材と授業での活用方法を解説し、ものづくりでは、簡単
にできるもの、昔の遊びの題材例を2，3紹介する。

太田　満（共栄大学　教育学部講師）
森　伸宏（教育学部教授）
谷口　義昭（教育学部特任教授）
森本　弘一（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 80人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507517号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】小学校体育科の授業づく
り

小学校の体育授業において、「楽しい体育とは何か」や「子
どもたちは体育授業を通して何を学ぶのか」という目標を踏
まえ，その“何”をどのような形（方法）で子どもたちに伝える
かについて各領域の実践例を踏まえて解説する。さらに、
ボール運動・ボールゲームの理論（バルシューレ）からボー
ルゲーム全体に共通する能力を様々なプレイ状況の中で身
につけさせる内容についても言及する。また、本年開催され
る東京オリンピック・パラリンピックをテーマに小学校の学習
に取り入れる方法を検討し、その理解を深める。

宮尾　夏姫（同志社女子大学　助教）
高橋　豪仁（教育学部教授）
井上　邦子（教育学部准教授）

奈良県奈良市 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5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507518号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】小学校プログラミング教
育（教員のICT活用指導力の向
上）

新学習指導要領において必修化されたプログラミング教育
を中心に扱い、プログラミング教育の実践共有やプログラミ
ング体験等を通し、実践的な力量形成を目指した講習を実
施します。

伊藤　剛和（次世代教員養成センター教授）
小﨑　誠二（奈良県立教育研究所教科・情報研
究部　主幹）
鹿島　慎一（奈良県教育委員会学校支援課　指
導主事）

奈良県奈良市 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5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507519号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】初等教科（算数・理科）

理科：学習指導要領の理科の考え方と授業に役立つ教材を
紹介する。小学校理科と中学校理科の関連を考える。具体
的な観察方法を紹介し、理科の学習の在り方を考える。科
学おもちゃの紹介を行う。
算数：今日の算数教育の課題や学習指導要領のポイントを
概説するとともに、数学的な見方・考え方を働かせ、数学的
活動を通して学ぶ算数について考える。

森本　弘一（教育学部教授）
舟橋　友香（教育学部准教授）
近藤　裕（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 80人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507520号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】学習指導要領に応じた小
学校教育における学習指導のあ
り方

国語科教育、音楽科教育を専門とする教員が、それぞれの
分野の教育課程の特徴を踏まえて、最新の研究と、今後の
教育に役立つものを取り上げる。また、教育現場における
ICTの活用、教育のディジタル化について学習指導要領を
踏まえて取り上げて、中学校との連携についても理解する。
受講者には各講義で解説された内容を理解し、その中心と
なる部分を説明できるように求める。

衛藤　晶子（畿央大学　教育学部教授）
西端　律子（畿央大学　教育学部教授）
八木　義仁（畿央大学　教育学部准教授）
大久保　賢一（畿央大学　教育学部准教授）

奈良県北葛城
郡広陵町

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8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507521号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

129 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学
【選択】グローバル化社会におけ
る市民性教育の動向と課題

本講習は、次の４つの内容に即してグローバル化社会にお
ける市民性（シティズンシップ）教育の実践と理論に関する
国内外の主な動向を紹介した上で、今後の課題を考察す
る。① 人権を基礎におくシティズンシップ教育の理念 、②社
会的包摂のための学校におけるシティズンシップ教育の事
例、③グローバル化社会における「地域の教育力」、④「地
域‐日本‐世界の現実を串刺しにする認識・学習」を考える。

片岡　弘勝（教育学部教授）
橋崎　頼子（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月12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8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507522号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】反転研修 　アクティブ・
ラーニングで情報教育を考える

「先生を究めるWeb動画（京都教育大学で公開）」から、指定
された２本の動画を視聴し、視聴した内容の要点レポート（１
本当たり２００～３００字）を作成し期日（７月中旬予定）まで
に提出する。動画の視聴方法については別途通知する。対
面講習では、視聴した内容を基にテーマを設定し受講者の
学校現場での実践を照らし合わせたアクティブ・ラーニング
で課題解決の方法を考える。

伊藤　剛和（次世代教員養成センター教授）
多田　知正（京都教育大学　産業技術科学科教
授）

奈良県奈良市 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5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507523号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】学校教育の諸課題とカウ
ンセリング

本講習では、現在の学校教育が抱えている諸課題につい
て、学校心理学、臨床心理学、社会教育学の視点からアプ
ローチします。
①こどもの心とカウンセリング、②これからの地域連携、③
児童生徒も、保護者も、教員も、みんなが元気になる「解決
志向アプローチ」の３つの小テーマに沿って講義と演習を行
い、学校における教育の諸課題とカウンセリングについて考
え、理解を深めます。

仲　淳（天理大学　人間学部教授）
佐々木　保孝（天理大学　人間学部教授）
金山　元春（天理大学　人間学部教授）

奈良県天理市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 40人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507524号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】文字を手書きすることの
意義と価値（書写）

情報化が進むにつれ、「文字離れ」が社会問題のように取り
上げられるが、「文字を書く」という立場での解決策は提示さ
れることは少ない。本講習では、国語科書写が果たすべき
役割と実践の在り方を理解すると共に、学習者のみならず
指導者自身が文字言語への関心を高め、文字を手書きする
ことの重要性を再認識できるような学習展開を明らかにす
る。さらに、硬・毛筆の関連学習についても、一層の理解が
深められるような講義・演習を行う。

小竹　光夫（奈良学園大学　人間教育学部非常
勤講師）

奈良県生駒郡
三郷町

6時間 令和2年8月5日 教諭

小学校教諭、中
学校国語教諭、
高等学校国語・

書道教諭

6,000円 30人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507525号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】国語に親しませる授業を
めざして

一人でも多くの生徒に親しみやすい授業にするために，ど
のような工夫が有効なのか。日本古典文学，音韻研究，国
語科教育の分野から，具体的な資料をもとに大学での取り
組みも紹介しながら問題提起する。

有馬　義貴（教育学部准教授）
前田　広幸（教育学部教授）
米田　猛（教育学部特任准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月19日 教諭 中高国語教諭 6,000円 60人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507526号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】古文を面白くさせる「読
み」

古典文学作品を原文で読んで面白いと生徒に実感させ、古
文ぎらいをなくすための実践的な方法を、上代から近世まで
の作品をとりあげながら具体的に提示する。また、文学作品
の読解を支える文法について、生徒の能力を育成するため
の方法を提示する。

川島　二郎（天理大学　文学部教授）
仁尾　雅信（天理大学　文学部教授）
西野　由紀（天理大学　文学部准教授）
吉田　茂晃（天理大学　文学部教授）

奈良県天理市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高等学

校国語教諭
6,000円 40人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507527号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】英語の多様性と国際性：
世界語としての英語学習法（語彙
と音声指導を中心に）

本講習では、英語という言語の成立過程と現在英語が世界
において占める立場を俯瞰するとともに、国際言語としての
英語の指導のあり方を語彙と音声指導を中心に探る。
①英語成立の経緯と多様性 -イングランドの英語から世界
の英語へ-
②英語の語彙の歴史と特徴 -効果的な語彙指導-
③現代社会における英語の位置づけ -世界の場合、日本
の場合-
④EIL(English as an International Language)としての音声学
と発音指導についての理解を深める。

中井　英民（天理大学　国際学部教授）
小林　千穂（天理大学　国際学部准教授）
山本　晃司（天理大学　国際学部講師）

奈良県天理市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高等学

校英語教諭
6,000円 40人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507528号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学
【選択】中高英語科教育の充実に
向けて

日英対照教材等を用いて，アウトプットを増やした授業を構
築する方法について実践的に考察する。奈良の世界遺産を
利用したコミュニケーション指導について実践的に考察す
る。また，機能的構文論について，英語の動能構文，場所
倒置文，分裂文等をとりあげて学ぶ。さまざまな英語アク
ティビティを疑似体験し，これからの英語教育を担う英語教
員として何ができるのかを考える。

門田　守（教育学部教授）
米倉　陽子（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月20日 教諭 中高英語教諭 6,000円 50人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507529号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】公民科教育研究

前半では、「知ることと疑うこと」、「生きることと信じること」を
テーマに、社会科教育（公民分野）との関連も念頭に置きな
がら、ソクラテス、デカルト、パスカル等の哲学を手がかりに
講義を行う。後半では、「四大公害問題」、「奈良と水銀」を
テーマに、まずは、「四大公害裁判」における被害者勝訴の
その後の問題について検討する。次に、2つの水俣病の原
因に関わった水銀という物質と、奈良（ヤマト）の歴史・文化
との密接な関わりについて論じる。

梶尾　悠史（教育学部准教授）
渡邉　伸一（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校社会・高
等学校公民教諭

6,000円 30人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507530号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】地理・歴史教育と地理学・
歴史学研究

地理教育も歴史教育も地理学研究、歴史学研究の成果に
依拠している。けれども地理教育、歴史教育は固有のアイ
デンティティを持っている。今回、地理学研究と歴史研究の
成果を生かした地理学習の在り方と、日本史学習の在り方
への提案を行いたい。日本史では、「武士の成立」をテーマ
に、地理では「地理情報システム（ＧＩＳ）教育の課題と実践
事例」について示したい。

今　正秀（教育学部教授）
根田　克彦（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校社会・高
等学校地理歴史

教諭
6,000円 30人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507531号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】現代の理科教育の動向と
先端科学

①次期中学校学習指導要領下における理科教育の動向と
教材の紹介，及び中学生の科学概念の理解の実態につい
て説明する。
②中－高－大の連携を意識した科学技術の発達史、歴史
的な発達段階を踏まえた基礎化学や身の回りの物質につ
いて説明する。
③原生動物を材料とした自身の研究に基づき、現代生命科
学の基礎である細胞生物学についての講義を行う。
④様々な種類のブラックホールについて、その成り立ちと観
測方法を理解する。

石井　俊行（教育学部教授）
梶原　篤（教育学部教授）
石田　正樹（教育学部教授）
信川　正順（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月19日 教諭 中高理科教諭 6,000円 50人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507532号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】技術・工業教育における
最近の話題

技術および工業教育の最近の話題について解説する。各論
は以下の通りである。
①今後求められる技術教育の在り方・方向性を解説する。
②NC加工機、レーザー加工機および塑性加工法の基礎的
事項と実用例について解説する。
③最近の電子工作の話題について解説する。
④学校教育における生物育成（栽培）の学習意義と新しい
栽培技術について解説する。

世良　啓太（教育学部専任講師）
谷口　義昭（教育学部特任教授）
箕作　和彦（教育学部准教授）
薮　哲郎（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校技術・高
等学校工業教諭

6,000円 20人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507533号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】家庭科教育

主体的に生きる生活者を育成する家庭科の学習指導に必
要な専門知識について、社会の変化や新学習指導要領の
扱いを踏まえて領域ごとに論じる。具体的テーマは、立松：
地域コミュニティと家庭科教育、松本：子どもの発達と環境、
杉山：食物学基礎実験、村上：消費者教育である。

立松　麻衣子（教育学部教授）
松本　歩子（教育学部特任准教授）
杉山　薫（教育学部教授）
村上　睦美（教育学部特任准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校・高等学
校家庭科教諭

6,000円 20人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507534号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学
【選択】新しい数学の学びを体験
しよう

学習指導要領における数学科のポイントについて、特に、
数学的活動に焦点を当てて概説する。学士課程で学ぶ線形
代数や代数学関連の題材の中から、数学の大切さを実感で
きるような教材を用いて、代数学の内容に理解を深める。ま
た、平面図形の重心を考察・定義することによって、積分学
の有用性を学ぶ。さらに、記述統計学の基本的概念を学習
することで、統計的な見方や考え方を養う。

高橋　亮（教育学部准教授）
近藤　裕（教育学部教授）
川崎　謙一郎（教育学部教授）
高木　祥司（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月21日 教諭 中高数学教諭 6,000円 50人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507535号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】音楽教育

中高音楽科における教育内容の充実をはかることを目的と
し、４つの小テーマを扱った講義・演習を開講する。音楽教
育の分野では、新学習指導要領における改訂ポイントを理
解し、主体的・恊働的な学習への取り組みについて創作活
動を通して考える。作曲・編曲の分野では、郷土の音素材を
用いた教材開発として、わらべうたを用いた編曲法、創作法
を学ぶ。声楽実技、及びピアノ実技では、テクニックや表現
法に関する見直しや、指導法について演習する。

劉　麟玉（教育学部教授）
北條　美香代（教育学部准教授）
前田　則子（教育学部教授）
水野　亜歴（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月19日 教諭 中高音楽教諭 6,000円 20人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507536号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】美術科学習における「深
い学び」／絵画における素描の
意義

＜１・２時間目　美術科学習における「深い学び」＞　新学習
指導要領の主眼、教科横断的な発想に基づく授業構成など
をふまえ，美術教育における「深い学び」のあり方を探る。と
りわけ鑑賞活動に焦点を当て，その指導について考察す
る。
＜３・４時間目　絵画における素描の意義＞人物デッサン
（裸婦）に取り組み、人体の構造を観察し描くことで、素描に
関わる様々な造形要素を確認し、美術教育への展開につい
て考察する。

宇田　秀士（教育学部教授）
狩野　宏明（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月20日 教諭 中高美術教諭 6,000円 20人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507537号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】芸術科・書道

前半２コマでは、顔真卿の生涯を明らかにするため、高等学
校で取りあげられる作品を中心に、新たに発見された作品
も含めた楷書や行書作品の分析をする。２コマ目の後半
に、受講した内容についての筆記試験を行う。後半２コマで
は『関戸本古今集』における構成や造形を分析し、臨書を通
して仮名の技法を再確認し、作品制作を行う。３・４コマそれ
ぞれの実技講義の後半に、実技考査を行い、評価する。

谷川　雅夫（教育学部教授）
北山　聡佳（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和2年8月21日 教諭
高等学校書道教

諭
6,000円 20人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507538号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】保健体育科における教科
指導

3つの小テーマを扱った講義と演習（実技）を開講する。演習
（実技）および講義では「最近のウォーミングアップの考え
方」について、講義では「よい体育の授業づくり」と「熱中症
予防のための水分補給」について解説する。３名の講師が
行う授業は下記の通りである。
・最近のウォーミングアップの考え方（川上）
・よい体育の授業づくり（歌川）
・熱中症予防のための水分補給（岩山）

川上　晃司（天理大学　体育学部准教授）
歌川　好夫（天理大学　体育学部教授）
岩山　海渡（天理大学　体育学部講師）

奈良県天理市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学
校保健体育教諭

6,000円 30人

令和2年5月8日～
令和2年5月13日

(備考　先行受付：5月8
日から5月11日、一般
受付：5月11日から5月

13日)

令02-
10062-
507539号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（中学
校）】英語

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属中学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

足立　和美（地域学部・特命教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校教諭（英
語教諭を主）

6,000円 15人
令和2年4月19日～
令和2年6月13日

令02-
10066-
509005号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（中学
校）】音楽

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属中学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

鈴木　慎一朗（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校教諭（音
楽教諭を主）

6,000円 15人
令和2年4月19日～
令和2年6月13日

令02-
10066-
509006号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（中学
校）】家庭

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属中学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

福山　寛志（地域学部・講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校教諭（家
庭教諭を主）

6,000円 15人
令和2年4月19日～
令和2年6月13日

令02-
10066-
509007号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（中学
校）】技術

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属中学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

土井　康作（地域学部・特命教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校教諭（技
術教諭を主）

6,000円 15人
令和2年4月19日～
令和2年6月13日

令02-
10066-
509008号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（中学
校）】国語

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属中学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

小笠原　拓（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校教諭（国
語科教諭を主）

6,000円 15人
令和2年4月19日～
令和2年6月13日

令02-
10066-
509009号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（中学
校）】数学

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属中学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

矢部　敏昭（地域学部・教授）
溝口　達也（地域学部・教授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校教諭（数
学教諭を主）

6,000円 15人
令和2年4月19日～
令和2年6月13日

令02-
10066-
509010号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（中学
校）】美術

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属中学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

武田　信吾（地域学部・講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校教諭（美
術教諭を主）

6,000円 15人
令和2年4月19日～
令和2年6月13日

令02-
10066-
509011号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（中学
校）】保健体育

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属中学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

関　耕二（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校教諭（保

健体育教諭を主）
6,000円 15人

令和2年4月19日～
令和2年6月13日

令02-
10066-
509012号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（中学
校）】理科

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属中学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

泉　直志（地域学部・講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校教諭（理
科教諭を主）

6,000円 15人
令和2年4月19日～
令和2年6月13日

令02-
10066-
509013号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】アメリカ文化と社会

アメリカ社会や文化をめぐる事例等をもとに、その歴史的、
社会的背景について、いかに理解を深めるかについて考え
ます。基本的な状況の正確な理解とともに、具体的な問題
にどのように対処するのかについて考えていきます。アメリ
カを例に挙げますが、異文化理解や文化交流に関する文化
的、社会的価値観の違いへの対処についてどのようなアプ
ローチが存在し、効果的なのか、意見交換をしながら考察す
るための手法を考えていきます。

中　朋美（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月5日 教諭
幼・小・中・高等

学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月19日～
令和2年6月14日

令02-
10066-
509014号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】基礎から分かる昆虫学
（米子）

身近な昆虫について観察し知ることは、生物学を知る近道
です。
本講座では、身近な昆虫についての様々な知識を通じて、
昆虫を学習教材として活用するための基礎を得ることを目
的としています。
野外観察などで使える、昆虫の生態や進化に関する基礎知
識を学習します。
また、蝶の飼育法を通じて、身近な昆虫の飼い方について
も概説します。

中　秀司（農学部・准教授） 鳥取県米子市 6時間 令和2年7月5日 教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（理科・生物の教

諭を主）

6,000円 80人
令和2年4月19日～
令和2年6月14日

令02-
10066-
509015号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】文化政策入門　～創造性
を生かした文化的社会への展望
～

グローバル化・情報化・金融化などにより資本主義の様相
が大きく変化し、世界的に格差社会が拡大している。そんな
なか、地域のイニシアティブにもとづいた創造的な取り組み
で地域再生を成功させた事例が数多く報告され始めた（創
造都市・創造農村）。本講義では、これらの事例を通して、来
たるべき将来の社会像・地域像を「創造性」というキーワード
で考察する。

野田　邦弘（地域学部・特命教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月11日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教
諭・養護教諭

6,000円 50人
令和2年4月19日～
令和2年6月20日

令02-
10066-
509016号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】暮らしのなかの生化学

生物を構成する化学物質は多様であり、それら化学物質の
結合や反応が巧妙に制御されて生命活動が営まれます。ま
た、これら生体物質は、太古の昔から、化成品、食品、衣
類、医薬品など様々な製品に加工され、私たちの暮らしに
役立っています。本講習では、「生命現象を化学の目で理解
する」ため、生化学の基本に加え、現代の先端的研究トピッ
クスを紹介するとともに、実際のサンプル、標本などを用い
た実験実習も行います。

明石　欣也（農学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教

諭・養護教諭・栄
養教諭

6,000円 32人
令和2年4月19日～
令和2年6月20日

令02-
10066-
509017号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】１８歳選挙権と主権者教
育　－有権者としての意識・行動
の観点からー

１８歳選挙権の導入から数年が経過し、徐々にですが関連
するデータの蓄積も進みつつあると言えます。１０代を含め
た若者の投票参加や行動に関し、これまでに明らかにされ
てきた傾向にも触れながら、有権者の意識や行動を規定す
る様々な要因について講義します。

塩沢　健一（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月23日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年7月2日

令02-
10066-
509018号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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対象職

種
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鳥取大学
【選択】地域の歴史を発掘する
－近世・近代における地域の「偉
人」たち－

近世から近代にかけて、各地域で表彰された人びとを取り
上げ、それぞれの時代の褒賞の仕組みと特徴を学ぶ。ま
た、地域における顕彰・褒賞者の探し方とその注意点につ
いて理解してもらう。

岸本　覚（地域学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月23日 教諭
幼・小・中・高等
学校教諭（社会
科教諭を主）

6,000円 60人
令和2年4月19日～

令和2年7月2日

令02-
10066-
509019号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】「宇宙教育」への招待

「宇宙」は学習者の興味関心を喚起しやすい題材であると同
時に，多様な学術分野を横断した教育を行うことができる魅
力的な題材です．本講座では，講師らが独自に開発した「宇
宙開発体験ゲーム」を用いて，社会の中で大規模科学プロ
ジェクトが具体化されていくプロセスを体験するワークショッ
プを行います．ワークショップとその結果に対するディスカッ
ションを通して，科学・技術と社会との関わりを意識しながら
主体的に科学・技術に参画する視点を提供します．

三浦　政司（工学部・助教） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月28日 教諭
幼・小・中・高等
学校教諭（理科・
社会科教諭を主）

6,000円 20人
令和2年4月19日～

令和2年7月7日

令02-
10066-
509020号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】新教育課程を踏まえた算
数教育の理論と実践①

１．算数・数学教育の新しい動向と新教育課程、２．新しい
学びの様式、３．具体的な教材の授業構成とその展開、４．
授業実践における諸課題の討議　
なお、数量・図形に親しむ観点から幼稚園教諭も対象とす
る。

矢部　敏昭（地域学部・教授） 鳥取県米子市 6時間 令和2年7月31日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年7月10日

令02-
10066-
509021号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】地域と学校における健康
と体力　－楽しく走る・歩く－ （米
子）

地域や学校における近年の健康や体力について、特別支
援学校、運動嫌いや体力水準の低い児童・生徒へ指導方
法や支援体制に関する課題とそれを取り巻く環境課題につ
いて解説を行う。また、体つくり運動や陸上運動における
「歩く」運動や「走る」運動について、動作や身体応答（心と
体の関係）を視点とした学習方法や、楽しく運動を継続する
方法について実技を通して考えていく。

関　耕二（地域学部・准教授） 鳥取県米子市 6時間 令和2年7月31日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭・養護教諭
（体育教諭を主）

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年7月10日

令02-
10066-
509022号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】地域の美術・文化の歴史

本講習は、すべて講義形式で実施する。近現代の地域にお
ける美術、特に鳥取における美術の変遷とその背景を見て
いきながら、代表作家やその作品を分析していく。まず鳥取
美術の歴史的な概略を見ていったうえで、個別の事例につ
いて具体的に紹介していく。そして、地域の美術や文化につ
いて考える意義を見出していくことを目的とする。

筒井　宏樹（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月3日 教諭
中・高等学校教
諭（美術教諭を

主）
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年7月13日

令02-
10066-
509023号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】小児保健と看護

①学校健診の目的と内容
②児童生徒の身体発育と健康問題。生活習慣病予防のた
めの肥満とやせの対応と評価
③思春期の身体変化（ホルモン動態）と心の変化と対応
④子どもへの保健指導、症状にあわせた対応、医療的ケア
児の看護

南前　恵子（医学部・教授）
花木　啓一（医学部・教授）
池田　智子（医学部・講師）

鳥取県米子市 6時間 令和2年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教

諭・養護教諭・栄
養教諭

6,000円 70人
令和2年4月19日～
令和2年7月13日

令02-
10066-
509024号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】日南町で地質調査を体験
する

野外において地質の観察を行う．日南町内の山中を歩いて
地質を観察し，ルートマップの作成を行い，地形図上に簡単
な地質境界線を描く．

菅森　義晃（農学部・講師） 鳥取県米子市 6時間 令和2年8月3日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 8人

令和2年4月19日～
令和2年7月13日

令02-
10066-
509025号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】文化財の保存と活用
「文化財」とは何か？「文化財の保存科学」とは何か？につ
いて紹介し、文化財の保存科学をとおした文化財の保存と
活用について学ぶ。

李　素妍（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年7月14日

令02-
10066-
509026号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】ピア・ラーニング（協働学
習）による授業デザイン　－理論
と実践の方法－

本講習は3部構成とし、第1部では、協働学習の学習概念に
ついての理解のための講義を行う。第2部では、講師自身が
協働学習を体験的に学んだことをもとに、これまでの自分自
身の授業実践を振り返る。第3部では、協働学習の学習概
念をもとに、新たな授業デザインを行ってみる。

池田　玲子（教育支援・国際交流推進機構・教
授）

鳥取県米子市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中・高等学校教

諭
6,000円 80人

令和2年4月19日～
令和2年7月14日

令02-
10066-
509027号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】新しい国語科の教材づく
り（小学校編）

教科書教材の効果的な利用の仕方や複数の教材による学
習の展開の仕方、更には身の周りにある様々な資料を教材
化して授業を活性化するコツについて、具体的な活動を通じ
て学ぶことができます。

小笠原　拓（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月5日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年7月15日

令02-
10066-
509028号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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鳥取大学
【選択】楽しい造形表現の実践
～教材づくりと活動内容の設定
～

美術教育における今日的な諸課題と関連させながら、事例
研究や素材研究を通してこどもの造形表現について見つめ
直していくなかで、保育・授業の実践活動を多面的に捉えて
いく力を身に付ける。
この講習は、主に次の３つの観点から展開していきます。
・造形表現におけるこどもの成長と学び
・造形素材の特徴と教材化の視点
・造形活動における指導者の役割

武田　信吾（地域学部・講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月5日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年7月15日

令02-
10066-
509029号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】自然災害のしくみと防災と
減災について

近年の自然災害（地震、豪雨、土砂災害、津波など）のメカ
ニズムと災害の状況などを紹介するとともに、防災と減災
（災害への備え、災害発生時の避難行動など）について説
明します。特に、近年頻発している地震、豪雨・土砂災害、こ
れから起こるとされている南海トラフ地震、津波に関連づ
け、各教育機関での防災教育の参考となる講義を行いま
す。

黒岩　正光（工学部・教授）
小野　祐輔（工学部・教授）
中村　公一（工学部・准教授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教

諭・養護教諭・栄
養教諭

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年7月15日

令02-
10066-
509030号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】新しい音楽教育の理論と
実践

幼小中連携の視点から今日の音楽教育を捉え、子どもの発
達、実態に基づいた教材研究ならびに指導法について講習
する。主に歌唱教材を中心に取り上げ、歌唱共通教材やわ
らべうた等について実践を交えながら教材研究を行う。さら
に音楽デジタル教科書を活用した日本の民謡の指導法につ
いても触れ、今後の音楽教育の在り方についても考える。な
お、幼小中連携ならびに各教科相互間の関連の観点から
音楽教諭以外も対象とする。

鈴木　慎一朗（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月6日 教諭
幼・小・中学校教

諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年7月16日

令02-
10066-
509031号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】ゲーミフィケーションで学
ぶインセンティブ設計

インセンティブ設計とは，人の意欲を向上させたり，行動を
変化させるためにはどうしたらよいかを考えることです．この
講座ではゲーミフィケーションなどの体験的な手法を用いる
ことで，経済学分野で研究されてきたインセンティブ設計の
理論やモデルについて分かりやすく学びます．従来は企業
組織やビジネスなどの場面を対象として研究されてきた事
柄ですが，学校教育において「どうやって児童や生徒の学
習の意欲や協調の意欲などを高めるか？」を考える際のヒ
ントとなるよう，教育応用に関する議論の機会も設けます.

三浦　政司（工学部・助教）
白石　秀壽（地域学部・講師）

鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月6日 教諭
幼・小・中・高等

学校教諭
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年7月16日

令02-
10066-
509032号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】マーケティング入門

マーケティングの基本的な分析枠組（STPやMM）などを紹介
し、事例を通してその理解を深めます。さらに、消費者の心
理の深層を探ることを通じて、マーケティングへの理解を深
めます。また、企業の担当者になったつもりで、マーケティン
グ・プランを考えてもらいます。主にレクチャー形式で進めま
すが、一部、アクティブ・ラーニングを活用します。

白石　秀壽（地域学部・講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中・高等学校教

諭（社会科教諭を
主）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年7月17日

令02-
10066-
509033号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】新しい国語科の授業づく
り（中学・高校編）

日々の国語科授業の中でも実施可能な言語活動を実際に
体験して頂きます。参加者相互の交流を含めた、ワーク
ショップ的な講習を通じて、言語活動を中心に据えた授業の
進め方を体感的に学んで頂く予定です。

小笠原　拓（地域学部・准教授） 鳥取県米子市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中・高等学校教

諭（国語科教諭を
主）

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年7月17日

令02-
10066-
509034号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】手紙を書く　－鑑賞と実際
－

手紙の書式として、葉書と封書の場合を取り扱います。近代
文化人の実例によって、伝統的な書式について学び、基本
的な知識を身につけます。葉書の場合は、文字の大きさと
配列の学習のまとめを想定して、裏面に毛筆（小筆）で俳句
を書く実習を行います。また、封書の場合は、文字文化に親
しみ、効果的に文字を書く学習のまとめを想定して、巻紙に
毛筆（小筆）でお礼の文章を書く実習を行います。

住川　英明（地域学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小・中・高等学校
教諭（国語科教

諭を主）
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年7月17日

令02-
10066-
509035号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鳥取大学
【選択】地域経済の現状と今後の
展望

地域振興や地域経済の活性化などに関連する総合学習に
活用できる地域経済の基礎知識を修得する。
１）日本の地域経済の現状把握
２）日本の地域開発政策の評価
３）地域経済発展のあり方

多田　憲一郎（地域学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中・高等学校教

諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年7月18日

令02-
10066-
509036号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】日南町のご地層をみる

野外において地質の観察を行います．日南町内の山中を歩
いて地質を観察します．地層・地質を観察したことがない人
がそれらを体験し、様々な時空間スケールで考察する素養
を取得することを目的とします．

菅森　義晃（農学部・講師） 鳥取県米子市 6時間 令和2年8月8日 教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円 8人
令和2年4月19日～
令和2年7月18日

令02-
10066-
509037号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】論理的思考力を可視化す
るためのレポート作成技術

レポート作成において必要となる以下の基本的な考え方を，
演習も交えながら身に付けます．また，生徒に対する文章
作成指導だけではなく，授業計画作成における適用性につ
いても考察します．
　(1)テーマにおける「問い」や「課題」の設定方法，(2)テーマ
に対する論理的な文章構成方法，(3)推敲・添削方法

桐山　聰（教育支援・国際交流推進機構・准教
授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 40人

令和2年4月19日～
令和2年7月18日

令02-
10066-
509038号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】ジェンダーと法

性的マイノリティを取り巻く法律問題についていくつか解説
する。性別とは何かに関する既存の議論の紹介から出発
し、そこで得られた知見をもとに、性同一性障害特例法の問
題、婚姻制度に関する問題、学校教育において指摘されて
いる問題について講義する。

丸　祐一（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月9日 教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年7月19日

令02-
10066-
509039号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】新しいものづくり・技術教
育の理論と実践

新学習指導要領の幼稚園、小学校のものづくりの教育、及
び中・高・特別支援の技術教育の新しい教育のあり方につ
いて、基本的な事項を講習する。特にものづくりの基礎的事
項、教材教具開発法、安全な製作法等について実習を含め
講習する。養護教諭に対しては、技術教育における事故な
どへの対応や防止方法を知っておく必要があり、安全上ど
のような授業が行われるべきか講習する。

土井　康作（地域学部・特命教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月10日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教
諭・養護教諭

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年7月20日

令02-
10066-
509040号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】生物多様性を中心に郷土
の自然を考える　－博物館を活
用して－

講義では，まず生物多様性とはなにか，なぜ守るのか，生
物多様性の危機とはなにかについて解説する。
続いて山陰の自然の特徴，鳥取県の生物多様性の特徴と
課題，着目点について解説する。
これらの講義をふまえて鳥取県立博物館の展示を見学し，
課題研修により知識の定着をはかるとともにその活用を実
践する。

永松　大（農学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月10日 教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭

（理科・社会科教
諭を主）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年7月20日

令02-
10066-
509041号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】英語ライティング指導の
理論と実践

【Ａ】英語ライティング指導法について、その特徴、長所、短
所などを学ぶ。
【Ｂ】その指導法にもとづき、実際にどのような活動を行うこ
とができるのかについて学ぶ。
【Ｃ】受講者の実際の指導環境を踏まえ、そこで、どのような
指導法で、どのような活動を行うのか考える。

滝波　稚子（教育支援・国際交流推進機構・助
教）

鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月16日 教諭
中・高等学校教

諭（英語科教諭を
主）

6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年7月26日

令02-
10066-
509042号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】地域福祉の推進と学校の
役割　～超高齢社会における「福
祉」との向き合い方を考える～

１．様々なデータから私たちの暮らしの変化と福祉課題の現
状を学ぶ。
２．地域福祉について、概念や目的、要援護者への援助実
践の主体や方法等の概要を学ぶ。
３．児童・生徒が直面している課題の解決に向けた福祉専
門職との連携のあり方を学ぶ。
４．児童・生徒が直面している課題の解決に向けた地域社
会との連携のあり方を学ぶ。

竹川　俊夫（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高・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4月19日～
令和2年7月27日

令02-
10066-
509043号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鳥取大学
【選択】地域と学校における健康
と体力　－楽しく走る・歩く－ （鳥
取）

地域や学校における近年の健康や体力について、特別支
援学校、運動嫌いや体力水準の低い児童・生徒へ指導方
法や支援体制に関する課題とそれを取り巻く環境課題につ
いて解説を行う。また、体つくり運動や陸上運動における
「歩く」運動や「走る」運動について、動作や身体応答（心と
体の関係）を視点とした学習方法や、楽しく運動を継続する
方法について実技を通して考えていく。

関　耕二（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月17日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭・養護教諭
（体育教諭を主）

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年7月27日

令02-
10066-
509044号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】教員が知っておきたい生
徒の健康：とっさの時の対応と心
肺蘇生法の新しい教育法の紹介

１）小児期のけいれんは100人に1人の頻度でみられる。て
んかん発作とその対応を理解し、「発作」に遭遇したときに
適切な対応ができるようになる。
２）児童が成長の過程でみられる骨や関節の異常について
理解する。学校で遭遇しうる骨折やけがの対応について理
解する。
３）学校で発生しうる溺水、窒息の際の適切な対応について
の最新の知識と教授法を学ぶ。

本間　正人（医学部・教授）
前垣　義弘（医学部・教授）
永島　英樹（医学部・教授）

鳥取県米子市 6時間 令和2年8月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高・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4月19日～
令和2年7月27日

令02-
10066-
509045号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】新教育課程を踏まえた算
数教育の理論と実践②

１．算数・数学教育の新しい動向と新教育課程
２．新しい学びの様式
３．具体的な教材の授業構成とその展開
４．授業実践における諸課題の討議
なお、数量・図形に親しむ観点から幼稚園教諭も対象とす
る。

矢部　敏昭（地域学部・教授） 鳥取県米子市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年7月28日

令02-
10066-
509046号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】山陰海岸ジオパークのご
地層をみる

野外において地層・地質の観察を行う．特に柱状図の作成
や露頭のスケッチを行い，物事を観察することの重要性を得
るきっかけを得る．

菅森　義晃（農学部・講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月18日 教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円 8人
令和2年4月19日～
令和2年7月28日

令02-
10066-
509047号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】日本の古典文学

高等学校「古典」の教科書に採用されている古文作品（単
元）を対象に、重要な語句、文法事項、作品（単元）のポイン
トなどにふれながら、内容理解を深めるべく講義してゆく。そ
の際、他の古典文学や漢詩文の影響を視野に入れながら、
作品の内容を考察してゆきたい。

久保　堅一（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月19日 教諭
中・高等学校教

諭（国語科教諭を
主）

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年7月29日

令02-
10066-
509048号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】私たちの身の周りの放射
線

平成２３年に文部科学省により作成、学校、教育委員会に
送付された「放射線に関する副読本」（平成30年改訂）の内
容に関して子どもたちにより分かりやすく説明するための背
景について講習を行う。放射線の定義、発生機序、人体に
対する影響、放射線とその利用、さらには法令規制の話題
を提供する。放射線の存在は認知出来ないことから、身近
な放射線源を利用した測定体験も行う。また、給食中の放
射能基準値の決め方についても解説することから栄養教諭
も対象とする。

山野　好章（農学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月22日
教諭

栄養教
諭

小・中・高等学校
教諭・栄養教諭

6,000円 30人
令和2年4月19日～

令和2年8月1日

令02-
10066-
509049号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】世代のこころをつなぐ生涯
発達心理学と世代間交流

発達心理学の標準的なカリキュラムと研究動向、及び世代
間交流の意義と事例について紹介する。

南　潮（鳥取短期大学　幼児教育保育学科・准
教授）

鳥取県倉吉市 6時間 令和2年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・特別支援学
校教諭・養護教
諭・栄養教諭

6,000円 80人
令和2年4月19日～

令和2年8月1日

令02-
10066-
509050号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】ビタミン学入門　－ビタミン
のはたらきと健康増進－

ビタミンの栄養素としてのはたらきを学ぶために、ビタミン発
見の歴史や種類などを解説します。飽食の時代であります
が、特に児童・生徒で多発するビタミン欠乏症とその対策に
ついて、また、次世代に影響を及ぼすために学校教育で学
んでおくべきビタミンの特徴についてわかりやすく解説しま
す。さらに、長年にわたる偏食や偏った食事法が原因となる
ビタミン欠乏症も取り上げ、児童・生徒にとって有意義な内
容とします。

渡邉　文雄（農学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高等学校
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8月2日

令02-
10066-
509051号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鳥取大学
【選択】造形教育のための教材研
究

子どもの造形教育で扱う素材について学ぶ。
保育・教育の現場で実際に行われている造形教育の事例を
研究し、実際に製作する実践的な内容である。

宮﨑　百合（鳥取短期大学　幼児教育保育学
科・助教）

鳥取県倉吉市 6時間 令和2年8月23日 教諭
幼・小・特別支援

学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年8月2日

令02-
10066-
509052号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】子どもの成長発達と音楽
表現

（１）領域「表現」誕生の背景と領域「表現」の意味することに
ついて講習する。
（２）うた遊びを実践しながら、子どもの成長発達とうた遊び
の関連、うた遊びの意義と自己表現について講習する。
（３）子どもの表現を支える保育者としての役割を考える。

羽根田　真弓（鳥取短期大学　幼児教育保育学
科・教授）

鳥取県倉吉市 6時間 令和2年8月29日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月19日～

令和2年8月8日

令02-
10066-
509053号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】正義論

正義論については、約10年前にサンデルによるハーバード
白熱教室と書籍『これからの「正義」の話をしよう』が日本で
一定の盛り上がりを見せた。サンデルはロールズ以前のア
リストテレス、カント、功利主義の正義論から論を展開してい
るが、本講義ではロールズ以降の現代正義論について講義
する予定である。

丸　祐一（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月30日 教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（社会科教諭を

主）

6,000円 40人
令和2年4月19日～

令和2年8月9日

令02-
10066-
509054号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】最先端染色体工学研究
技術を活用したイノベーション創
出

本講習では、我々が30年間連綿と行ってきた染色体研究の
成果から、染色体を一つのキーワードとして、地方（鳥取）か
ら作り出された新しい学問体系の構築から創薬開発を目指
した社会実装化の挑戦を理解してもらいます。この講習を通
して、継続力・組織力・挑戦力、そして、これらの取組が地方
創生に繋がるビジョンを持って活動していることなどを理解
してもらい、それを未来を担う子供達に伝えていただけたら
幸いです。それが、子供たちへの地域への愛着や誇りに繋
がり、教育（学校）が地方創生のコアになることを期待しま
す。従って、本講習は、理系に限らず領域を問わず色々な
教員に我々の取組や考え方を伝えることができればと思い
ます。

久郷　裕之（医学部・教授）
香月　康宏（医学部・准教授）

鳥取県米子市 6時間 令和2年8月30日 教諭
中・高等学校教

諭
6,000円 40人

令和2年4月19日～
令和2年8月9日

令02-
10066-
509055号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】困難を抱える子の理解と
把握　－今あらためて学ぶ発達
障害－

本講習では、発達障害（ＡＳＤ、ＬＤ、ＡＤＨＤ）およびその他
学校園で出会うことの多い障害について基礎から学んでい
きます。具体的な療育の方法は扱いませんが、障害の特性
や考え方、捉え方を学び直すことで、日常の指導、支援に応
用することのできる視点を得ることを目指します。

石本　雄真（教育支援・国際交流推進機構・准
教授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和2年9月13日
教諭

養護教
諭

幼・小学校教諭・
養護教諭

6,000円 75人
令和2年4月19日～
令和2年8月23日

令02-
10066-
509056号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】鳥取砂丘の動物相・群集
生態学と保全

鳥取砂丘には日本の他地域では減少が著しい海岸砂丘特
有の昆虫やクモが数多く生息している。これらの中にはハナ
ダカバチなどファーブル昆虫記にも紹介されているような昆
虫が多く，また，アリジゴクやハンミョウ類は種間競争など群
集生態学の教材としても有用である。それらについて現地で
の見学も入れてご紹介する。

鶴崎　展巨（農学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年9月19日 教諭
小・中・高等学校
教諭（理科教諭を

主）
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年8月29日

令02-
10066-
509057号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】鳥取砂丘の教育活用をめ
ざして　－地理・地学編－

１）鳥取砂丘とは、どの範囲を指すか、また砂丘の土地利用
変遷とその背景を理解する。
２）鳥取砂丘に観られる各種地形の成り立ちを知る。
３）伯耆大山からの軽石層や火山灰層を挟む砂丘形成の歴
史を考える。
４）風洞実験で風紋などの動態やスリバチ地形の形成過程
を観察する。
５）千代川流域までを視野に入れて鳥取砂丘の理解を深め
る大切さを学ぶ。

小玉　芳敬（農学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年9月26日 教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（理科・社会科教

諭を主）

6,000円 24人
令和2年4月19日～

令和2年9月5日

令02-
10066-
509058号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】絵本を教育・保育の場に
活かす

絵本に関わる基本的な事項（絵本の構造、表現手法、絵を
読み解くこと等）について講習する。さらに、領域「言葉」「表
現」との関りから、絵本を活用した実践演習（言葉あそび、絵
本を表現する、等）に取り組む。
また、小学校教育における学習教材としての絵本の在り方
についても触れていく。

齊木　恭子（鳥取短期大学　幼児教育保育学
科・教授）

鳥取県倉吉市 6時間 令和2年9月26日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 45人
令和2年4月19日～

令和2年9月5日

令02-
10066-
509059号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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種
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鳥取大学
【選択】数字のウソ－統計数字で
騙したり騙されたりしないために

公民科・社会科公民的分野等において重要な役割を担う統
計数字、すなわち政府・自治体から発表される数字やメディ
アで報道される数字について、様々な誤用・乱用の事例を
紹介し、その背後にある構造について解説する。講義の中
に演習を織り込む予定。

小野　達也（地域学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年9月27日 教諭
中・高等学校教

諭（社会科教諭を
主）

6,000円 30人
令和2年4月19日～

令和2年9月6日

令02-
10066-
509060号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】新しい英語教育の理論と
実践

日本の英語教育の諸条件を考えた上で、どのような目標設
定が現実的なものであるかを理解した上で、中学校や高等
学校で実践可能なスピーキングとライティング指導の方法や
その背景的な考え方を学ぶ。

足立　和美（地域学部・特命教授） 鳥取県米子市 6時間 令和2年10月10日 教諭
中・高等学校教

諭（英語科教諭を
主）

6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年9月19日

令02-
10066-
509061号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】【幼児教育実践演習】

附属幼稚園の公開研究会に参加し、「幼児理解」「環境の構
成」「保育者の援助」「遊びの中の学び」｢評価」など、幼稚園
教育にかかわる基本的な事項を学ぶとともに、質の高い幼
児教育について理解を深める機会とする。さらに、講演会や
研究協議を通して、公開保育や研究実践に対する意見交換
等を行い、自らの幼児理解の方法や保育観を振り返る。最
後に、担当教員による本講座の総括を行う。

塩野谷　斉（地域学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年10月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年10月3日

令02-
10066-
509062号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】基礎から分かる昆虫学
（鳥取）

身近な昆虫について観察し知ることは、生物学を知る近道
です。
本講座では、身近な昆虫についての様々な知識を通じて、
昆虫を学習教材として活用するための基礎を得ることを目
的としています。
野外観察などで使える、昆虫の生態や進化に関する基礎知
識を学習します。
また、蝶の飼育法を通じて、身近な昆虫の飼い方について
も概説します。

中　秀司（農学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年10月25日 教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（理科・生物の教

諭を主）

6,000円 100人
令和2年4月19日～
令和2年10月4日

令02-
10066-
509063号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】セキュリティ対策ことはじ
め

PCをはじめとした各種情報機器は、情報教育のみならず、
授業やその準備、各種事務処理をはじめ、プライベートでも
欠かせない道具となっています。普段利用しているPCが日
頃直面している目に映りにくい脅威について、実際に起こっ
た情報セキュリティインシデント等の事例をもとに、その事
前・事後・日頃の対策について解説する。

木本　雅也（総合メディア基盤センター・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年10月25日 教諭
小・中・高・特別
支援学校教諭

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年10月4日

令02-
10066-
509064号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】民法における親権

本講義は、榊原・池田『親権と子ども』(2017、岩波新書)を教
科書として、民法における親権についての法律の紹介をし
ます。児童虐待について教育現場でどう対応すべきかを解
説するものではありません。

丸　祐一（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年10月31日 教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（社会科教諭を

主）

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年10月10日

令02-
10066-
509065号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（小学
校）】音楽

教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受け
たのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さら
に教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見
交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する理
解を深める。また、講演会にも参加して、他の教科等の狙い
も含めて、学校全体で目指す授業作りに関する理解を深め
る。最後に各教科担当の講師とともに公開授業と本授業実
践演習の総括を行う。

鈴木　慎一朗（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年10月31日 教諭
小学校教諭（音
楽教諭を主）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年10月10日

令02-
10066-
509066号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（小学
校）】外国語

教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受け
たのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さら
に教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見
交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する理
解を深める。また、講演会にも参加して、他の教科等の狙い
も含めて、学校全体で目指す授業作りに関する理解を深め
る。最後に各教科担当の講師とともに公開授業と本授業実
践演習の総括を行う。

足立　和美（地域学部・特命教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年10月31日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年10月10日

令02-
10066-
509067号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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鳥取大学
【選択】【授業実践演習（小学
校）】国語

教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受け
たのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さら
に教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見
交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する理
解を深める。また、講演会にも参加して、他の教科等の狙い
も含めて、学校全体で目指す授業作りに関する理解を深め
る。最後に各教科担当の講師とともに公開授業と本授業実
践演習の総括を行う。

小笠原　拓（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年10月31日 教諭
小学校教諭（国
語科教諭を主）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年10月10日

令02-
10066-
509068号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（小学
校）】算数

教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受け
たのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さら
に教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見
交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する理
解を深める。また、講演会にも参加して、他の教科等の狙い
も含めて、学校全体で目指す授業作りに関する理解を深め
る。最後に各教科担当の講師とともに公開授業と本授業実
践演習の総括を行う。

矢部　敏昭（地域学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年10月31日 教諭
小学校教諭（算
数教諭を主）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年10月10日

令02-
10066-
509069号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（小学
校）】国語（書写）

教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受け
たのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さら
に教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見
交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する理
解を深める。また、講演会にも参加して、他の教科等の狙い
も含めて、学校全体で目指す授業作りに関する理解を深め
る。最後に各教科担当の講師とともに公開授業と本授業実
践演習の総括を行う。

住川　英明（地域学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年10月31日 教諭
小学校教諭（国
語科教諭を主）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年10月10日

令02-
10066-
509070号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（小学
校）】図画工作

教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受け
たのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さら
に教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見
交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する理
解を深める。また、講演会にも参加して、他の教科等の狙い
も含めて、学校全体で目指す授業作りに関する理解を深め
る。最後に各教科担当の講師とともに公開授業と本授業実
践演習の総括を行う。

武田　信吾（地域学部・講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年10月31日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年10月10日

令02-
10066-
509071号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（小学
校）】生活

教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受け
たのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さら
に教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見
交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する理
解を深める。また、講演会にも参加して、他の教科等の狙い
も含めて、学校全体で目指す授業作りに関する理解を深め
る。最後に各教科担当の講師とともに公開授業と本授業実
践演習の総括を行う。

福山　寛志（地域学部・講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年10月31日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年10月10日

令02-
10066-
509072号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【授業実践演習（小学
校）】体育

教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受け
たのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さら
に教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見
交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する理
解を深める。また、講演会にも参加して、他の教科等の狙い
も含めて、学校全体で目指す授業作りに関する理解を深め
る。最後に各教科担当の講師とともに公開授業と本授業実
践演習の総括を行う。

関　耕二（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年10月31日 教諭
小学校教諭（体
育教諭を主）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年10月10日

令02-
10066-
509073号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
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鳥取大学
【選択】【授業実践演習（小学
校）】理科

教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受け
たのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さら
に教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意見
交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する理
解を深める。また、講演会にも参加して、他の教科等の狙い
も含めて、学校全体で目指す授業作りに関する理解を深め
る。最後に各教科担当の講師とともに公開授業と本授業実
践演習の総括を行う。

泉　直志（地域学部・講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年10月31日 教諭
小学校教諭（理
科教諭を主）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年10月10日

令02-
10066-
509074号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】食育と栄養

・子どもたちが毎日食べている学校給食について、栄養面
の根拠や役割について学ぶ。
・スポーツをしている子どもたちのためにスポーツ栄養マネ
ジメントに関する話題提供を行う。
・近年の子どもの食の現状や課題を整理し、今後の在り方
や支援の方法を考察する。グループワークも行う。

野津　あきこ（鳥取短期大学　生活学科食物栄
養専攻・教授）

鳥取県倉吉市 6時間 令和2年11月1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

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年10月11日

令02-
10066-
509075号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】教師と子ども・保護者を結
ぶ教育相談

教育相談に必要な心理学的知識を学びながら，自己分析を
通して保護者と子どもの理解を深める。教育現場で使える
聴き方と伝え方を理論とともに実践的に学んでいく。最後に
まとめとして事例により保護者と子どもに対し，どのように理
解し関わっていけばよいのかについて検討する。さらに本講
習では，発達障害傾向がみられる子どもとその傾向がみら
れない子どもとの関わりの差異についても検討し，実践を想
定したプログラムを実施する。

角南　なおみ（医学部・助教） 鳥取県米子市 6時間 令和2年11月7日
教諭

養護教
諭

小・特別支援学
校教諭・養護教

諭
6,000円 40人

令和2年4月19日～
令和2年10月17日

令02-
10066-
509076号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】ドローンで探る鳥取砂丘
オアシスの謎

本講義前半では，ドローンの基礎（操縦・安全性）や，活用
法の一つとして空撮写真を用いた３次元モデルの作成につ
いて学習した上で，鳥取砂丘において実際の操縦・空撮を
体験する（砂丘へはバスで移動）．講義後半では大型模型
水槽を用いた実験の観察（動画）から土の中の水の動きを
学び，ドローンやその他の調査結果から明らかとなってきた
鳥取砂丘オアシスの発生・消滅のメカニズムについて学習
する．

齊藤　忠臣（農学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年11月8日 教諭
小・中・高等学校
教諭（理科・社会

科教諭を主）
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年10月18日

令02-
10066-
509077号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】憲法史入門

憲法のそもそもを理解するために歴史をたどります。憲法は
ヨーロッパという土地とキリスト教という宗教があったからこ
そ生まれました。ヨーロッパの歴史を憲法という視点から見
ていきます。

佐藤　匡（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年11月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・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19日～
令和2年10月31日

令02-
10066-
509078号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】憲法学入門

近代憲法の不可欠な要素は人権保障と統治機構です。本
講においては、人権保障分野について扱います。具体的に
は、実際に過去我が国において問題となった事件につい
て、裁判所はどのような理由でどのような判決を出したのか
を事件の概要を解きほぐしながらお話をしていきます。な
お、あくまでも入門レベルですので、前提知識等は必要あり
ません。どのような分野をご専門にされている方にでもわか
るようにお話しをさせていただきます。

佐藤　匡（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年11月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・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19日～
令和2年11月1日

令02-
10066-
509079号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】法律学入門

学校教育や家庭教育において、必要となる法的知識のう
ち、民事財産法分野、民事家族法分野、刑事実体法分野の
３つの分野を中心にわかりやすくお話しをさせていただきま
す。具体的には、成年と未成年との法律上の違い、法律上
の家族、犯罪の認定方法などを扱います。なお、あくまでも
入門レベルですので、前提知識等は必要ありません。どの
ような分野をご専門にされている方にでもわかるようにお話
しをさせていただきます。

佐藤　匡（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年11月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・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19日～
令和2年11月2日

令02-
10066-
509080号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鳥取大学
【選択】表現につながるからだあ
そび

身体を使った自己紹介、ウォームアップ、2人組あるいは複
数人数でのマッサージ、自分ではないものになってみる（変
身）のワーク、音にのってみるワークなど実際の実技、実践
を交えて構成します。

木野　彩子（地域学部・講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年11月28日 教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭

（保健体育・芸術
教科担当教諭を

主）

6,000円 24人
令和2年4月19日～
令和2年11月7日

令02-
10066-
509081号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】地球環境と暮らしを守る
化学

地球環境を守りつつ人類の暮らしを維持するためには化学
の発展が求められている。現代の化学に関する研究開発の
多くはこの観点で行われている。先端化学のトピックと地球
環境問題の関連を紹介する。

南条　真佐人（工学部・教授）
辻　悦司（工学部・准教授）
井澤　浩則（工学部・准教授）
菅沼　学史（工学部・講師）

鳥取県鳥取市 6時間 令和2年11月28日 教諭
小・中・高等学校
教諭（理科教諭を

主）
6,000円 60人

令和2年4月19日～
令和2年11月7日

令02-
10066-
509082号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】【特別支援教育実践演
習】知的障害のある子どもの理
解と支援（公開研究会）

附属特別支援学校の公開研究会に参加することにより、「知
的障害のある児童生徒の理解」「教師の指導・支援」「発達
の道すじ」「キャリア発達を促す教育内容」等、知的障害特
別支援教育に関わる基本的な事項を学ぶ。さらに全体会や
分科会、講演会を通して、公開授業や研究実践に対する意
見交換を行い、自らの教育実践を振り返る。最後に、担当教
員による本講座の総括を行う。

三木　裕和（地域学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年12月5日 教諭
特別支援学校教

諭
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年11月14日

令02-
10066-
509083号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

岡山大学
【選択】英語学の観点に基づく英
文精読（2020年度講習）

中高の生徒には活字離れや語彙力の低下が指摘される昨
今，教員にとっては多忙化が進み，じっくりと腰を据えて一
冊の本と対峙するゆとりがなくなっています。本講習では，こ
うした現状に鑑みて，英詩をはじめとする文学作品につい
て，英語学の諸分野に立脚した精読・分析を行っていきま
す。

脇本　恭子（大学院教育学研究科教授，教育学
部教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年6月6日 教諭
中学校・高等学

校英語教諭
6,000円 15人

令和2年4月20日～
令和2年5月17日

令02-
10068-
507544号

086-251-7597
https://edu.okayama-
u.ac.jp/renew_certificat
es/

広島大学
【選択】実世界で動作するロボット
に必要とされる技術

実世界で動作するロボットの要素から応用まで幅広く講義を
行う．ロボットが実世界で活躍するためには物理的に環境と
やり取りをする必要がある．その実現にはメカニズムの理解
が重要であり，特に環境に適応できるメカニズムについて解
説をする．また，応用としてロボットハンドや，移動ロボットに
必要な技術を解説する．さらに，知能ロボットに必要な人工
知能や機械学習および知能ロボットとその身体性の関係に
ついても紹介する．

高木　健（工学研究科准教授）
妹尾　拓（東京大学　情報理工学系研究科講
師）

広島県東広島
市

6時間 令和2年6月20日 教諭
中「技術」・高「工

業」教諭
6,000円 50人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506864号

082-424-7516
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】音楽科授業に必要な基礎
と応用II

１．「弾き歌いの実践演習」では，小・中・高等学校で用いる
教科書の中から各自が１曲選択し，その曲の弾き歌いを行
う。実践演習をとおして学校教育現場にて行う弾き歌いのさ
らなる向上を目指す。
２．「箏を使った音楽科授業」では，箏曲の歴史や楽曲につ
いて認識を深めた上で，実技演習をとおして箏の取り扱い
ついて学ぶ。

濵本　恵康（教育学研究科教授）
伊藤　真（教育学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年6月20日 教諭
中・高「音楽」教
諭（小学校音楽
主担当も可）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506865号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】小学校の教育・研究（図
画工作科・体育科）に関する最新
情報

本講習では，小学校の図画工作科・体育科に関して，現場
における今日的な問題を共有しながら，授業づくり・教材づく
りの実際について考えていく。それぞれの教科における最
新の動向を踏まえつつ，事例研究や実技を通して，指導案
の作成，教材の解釈と構成，評価方法の工夫などを行う。

木原　成一郎（教育学研究科教授）
中村　和世（教育学研究科教授）
池田　吏志（教育学研究科准教授）
大後戸　一樹（教育学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年6月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506866号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】見えにくさのある子供の
評価と支援

見え方に困難のある児童生徒について，質問紙，分解能，
見える範囲，眼球運動の評価方法と，それらに応じた支援
方法について可能な限り演習をベースにして知識と方法を
身につけることを目指します。

氏間　和仁（教育学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年6月20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19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506867号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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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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広島大学
【選択】国際環境協力学 -アジア
における持続可能な開発-

本講習では農業生物学と建築環境工学を例に、急成長する
アジアの新興・途上国への国際協力について議論する。第
一部では研究事例を紹介しながら農業生物学分野における
国際環境協力を論じる。第二部ではベトナムやインドネシア
におけるフィールド調査結果に基づき、東南アジア都市で急
増する都市住宅の居住環境の実態と将来予測について論
じる。特に上記２つの専門に基づく講義となるが国際協力の
観点から内容を纏めるので、いずれの教科の教諭でも受講
可能である。

チャン　ダン　スアン（国際協力研究科准教授）
久保田　徹（国際協力研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年6月27日 教諭 中・高教諭 6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506868号

082-424-6910
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】常用漢字表に見る日本語
の歴史

平成２２年１１月３０日内閣告示の「常用漢字表」に，学校教
育の現場も従うことになる。
本講習では，必要に応じて参照してきた「常用漢字表」の全
体を，「読む」ことを試みる。
それを通して，日本語の歴史と現在，そして未来を考える。

佐々木　勇（教育学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年6月27日 教諭
中・高「国語」教

諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506869号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】時事問題を経済学的にひ
も解く

高校生が新聞を読む際に遭遇する時事問題の理解に必要
な基礎知識と経済学的にひも解く方法について解説する。
併せて最近の世界経済の理解の仕方も学ぶ。内容は以下
の４つのテーマから構成されている。
１．社会「科学」と「社会科」学
２．企業活動と金融市場に関する問題を読み解く
３．貨幣について考える
４．マクロ経済政策（金融財政政策）に関する問題について

千田　隆（社会科学研究科教授）
鈴木　喜久（社会科学研究科教授）
宮澤　和敏（社会科学研究科准教授）
安武　公一（社会科学研究科准教授）

広島県広島市 6時間 令和2年7月11日 教諭
中・高「社会科

系」教諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506870号

082-424-6753
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】生涯スポーツ社会におけ
る体育・スポーツ指導の在り方

現代社会における体育・スポーツの捉え方は多様化し，体
育・スポーツ科学の進歩は目覚ましいものがある。本講習で
は，主に以下の3点から講習内容を概説しながら，ワーク
ショップにて議論を深めていく。①スポーツの文化的多様性
について解説する。②学校体育を取り巻く諸背景について，
諸外国の例などにも触れつつ概説する。③グローバル化に
おける学校体育の今日的課題に対するカリキュラムと指導
方法の在り方について検討する。

沖原　謙（教育学研究科教授）
齊藤　一彦（教育学研究科教授）
岩田　昌太郎（教育学研究科准教授）
小木曽　航平（教育学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年7月11日 教諭
中・高「保健体

育」教諭
6,000円 50人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506871号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】武道・ダンス指導の在り方

本講習では，3名の講師が，柔道，剣道，ダンスの各専門分
野の視点から，中学校・高等学校の授業づくりに求められる
知見を紹介し，実技研修を行う。柔道では，基本動作・応用
動作の習得及び安全管理，伝統文化としての柔道を考察す
る。剣道では，その内容と方法について理解を深め，指導
の在り方について考える。ダンスでは，実践を通して内容と
方法の理解を深め，多角的視点から捉え直す。

出口　達也（教育学研究科教授）
草間　益良夫（教育学研究科准教授）
黒坂　志穂（教育学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年7月19日 教諭
中・高「保健体

育」教諭
6,000円 50人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506872号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】小学校の教育・研究（生
活科・音楽科）に関する最新情報

小学校生活科教育の最新情報を踏まえて，教育方法や教
育内容に関する講義・演習等を行い，生活科教育実践に必
要な資質・能力の向上を目指す。また，最近の小学校音楽
科教育の動向を踏まえ，学級担任が音楽の授業を担当する
ことを想定し，指導にあたって必要となる基礎技能を確認し
ながら，小学校音楽科の指導のあり方について理解を深め
る。

渡邉　巧（教育学研究科准教授）
権藤　敦子（教育学研究科教授）
寺内　大輔（教育学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年7月23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5月29日

令02-
10069-
506873号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】音楽科授業に必要な基礎
と応用I

1．「現代音楽入門」では，20世紀以降の代表的な作曲技法
を取り上げ，概説するとともに，実習を通して教育現場への
応用について考察する。
2．「弦楽器の知識と実践」では，ヴァイオリンを中心として楽
器の歴史や構造，ならびに奏法や楽曲について，範奏を交
えながら紹介する。また，鑑賞教育や部活動での弦楽器分
野の知識や実践に生かせるよう，実際にヴァイオリンに触れ
る体験も行う。

徳永　崇（教育学研究科准教授）
髙旗　健次（教育学研究科教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年7月25日 教諭
中・高「音楽」教
諭（小学校音楽
主担当も可）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506874号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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広島大学 【選択】子どもの健康と保健指導

生活習慣を習得するための保健指導の方法と評価につい
て概説する。
１）子どもの生活習慣と保健指導の課題
２）子どもの発達と支援
３）特別な支援を必要とする子どもの理解と援助

川崎　裕美（医系科学研究科教授）
祖父江　育子（医系科学研究科教授）
竹中　和子（医系科学研究科講師）

広島県広島市 6時間 令和2年7月27日
教諭

養護教
諭

養護教諭，中・高
「保健」教諭

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506875号

082-257-5050
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】子どもの健康課題探索の
ための情報活用

健康診断・毎日の健康観察・保健室来室記録，けがの観察
などをまとめる方法論を振り返り，子どもの健康問題や課題
の抽出と活動評価に理論的に活用するために，情報活用の
理解を深める。
１）個人情報と倫理
２）統計学的分析の基礎
３）子どもの予防接種と感染症の動向

大平　光子（医系科学研究科教授）
松山　亮太（医系科学研究科助教）
菅井　敏行（医系科学研究科准教授）

広島県広島市 6時間 令和2年7月28日
教諭

養護教
諭

養護教諭，中・高
「保健」教諭

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506876号

082-257-5050
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】調査によるレポート、論文
の作成・評価法

アクティブ・ラーニング，調べ学習，実験によるレポート等を
書かせるときの手法（データ・文献収集）・評価の仕方を学べ
ます。エッセイ・論説・著書の書き方とは異なります。生徒が
このような手法を習得することで，レポート・報告書・論文作
成の水準が上がり，将来，入試・国際バカロレア・卒論・学位
論文・報告書作成等で有益となります。まずは，先生自身が
アカデミック的に正統とされる手法を実習も交えながら，学
んでみましょう。

築達　延征（社会科学研究科教授） 広島県広島市 6時間 令和2年7月29日 教諭 中・高教諭 6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506877号

082-424-6753
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】体の仕組みと処置

子どもの発達と運動，成長期に運動する際の注意点につい
て，人体構造・生理学などと関連させながら詳説する。
１）筋の障害とリハビリテーション
２）成長期における内科的スポーツ障害とその対処法
３）代謝性疾患における慢性炎症の予防と治療

弓削　類（医系科学研究科教授）
関川　清一（医系科学研究科准教授）
藤田　直人（医系科学研究科講師）

広島県広島市 6時間 令和2年7月29日
教諭

養護教
諭

養護教諭，中・高
「保健」教諭

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506878号

082-257-5050
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】基礎から見直す生物実験

生物教育における観察・実験の意義について内容学の観点
から講義する。具体的には，学習指導要領で求められてい
る観察や実験に関する技能について，実験機器・器具の使
用上の留意点を確認するとともに，生物の観察の視点につ
いて，実物を例示しながら生物の共通性と多様性に関連さ
せて解説する。
①観察・実験の意義
②顕微鏡の原理・メンテナンス・使用法
③植物および微生物の形態的特徴
④無脊椎動物の形態的特徴

竹下　俊治（教育学研究科教授）
富川　光（教育学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年7月30日 教諭
中・高「理科」教
諭（小学校「理

科」主担当も可）
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506879号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】人生の物語と言語学習－
「自分らしさ」という視点から－

教師は、常に他者理解が求められる職業だ。本講習は他者
理解の方法の一つとして、ライフストーリー（人生の物語）を
用いる。人生の物語とは何か、人生の物語を理解するため
には、どのような読み方が求められるのかを知る。実際に講
師が行った韓国人留学生に対する調査事例を考察したのち
に、ライフストーリー調査を実践したり、自分の体験（映画や
小説を含む）に応用したりする予定である。

中山　亜紀子（教育学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年7月31日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506880号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】ことばの多様性と教育

本講習では，「地域差（方言）」と「世代差（若者ことば）」と
いった観点から日本語の多様性を確認するとともに，それら
がどのように使い分けられているかについて検討する。ま
た，語種（和語・漢語・外来語）を例として，言語接触によっ
てもたらされる多様性とそれによって生じるコミュニケーショ
ン上の問題（外来語の問題）についても考えてみたい。

永田　良太（教育学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月1日 教諭
小・中・高「国語」

教諭
6,000円 60人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506881号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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広島大学 【選択】海域交流史論

本講習では，国単位の歴史教育のあり方を見直し，海域
史・交流史の観点から広域的な視野で歴史を理解し教育す
る方法を考える。前半では，東シナ海海域交流という視点か
ら平安末・鎌倉初期の日本列島の諸地域と中国・朝鮮半島
との関係性を講義と討論を通じて検討する。後半では１６～
１８世紀の大西洋世界におけるイギリスなどヨーロッパ諸国
の活動に焦点を当て，奴隷貿易など大西洋での人やモノ，
文化の移動やその影響を検討する。

渡邊　誠（総合科学研究科准教授）
薩摩　真介（総合科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月1日 教諭
中「社会」・高「地
歴」・「公民」教諭

6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506882号

082-424-6318
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】現代社会をめぐる法と政
治

「現代社会をめぐる法と政治」というテーマで以下のような内
容の講義を行う。
・行政活動の特徴を法的側面から理解するべく，行政法の
基礎概念につき検討を行う。
・消費者被害防止のための施策と被害からの救済手続きを
把握したうえで，これらの課題と展望について考察する。
・2009年度以後の主要核保有国の核政策，核戦略を検討す
る。特に，アメリカ，ロシアの核政策の変化，核軍縮の進展
状況にも注目する。
・1998年から14年連続で3万人を超えてきた日本の自殺に
ついてその特徴と社会の在り方との関係を探る。

江頭　大藏（社会科学研究科教授）
永山　博之（社会科学研究科教授）
宮永　文雄（社会科学研究科教授）
手塚　貴大（社会科学研究科教授）

広島県広島市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中・高「社会科

系」教諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506883号

082-424-6753
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】うつわ（陶芸）とアクセサ
リー（ガラス）をつくる

陶芸では，和紙染を使った装飾技法による器制作を行う。ガ
ラス工芸では，色ガラスを組み合わせてフュージング（溶着）
技法によるアクセサリー制作を行う。この講習では，主に工
芸における装飾する能力と成形する能力を養成する。

井戸川　豊（教育学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月1日 教諭
中・高「美術」教

諭
6,000円 12人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506884号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】英語教師のためのコン
ピュータ活用法

指導や校務におけるコンピュータの活用法について演習を
行います。テストやプリント作成のためのWordの操作方法，
成績処理や簡単な統計処理を含むExcelの操作方法，リス
ニングテストや教材作成のための録音・音声ファイルの加工
方法をそれぞれ扱います。作業するPCのOSはWindows
10，Office のバージョンは2016を使う予定です。

阪上　辰也（外国語教育研究センター准教授）
高橋　有加（外国語教育研究センター助教）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月1日 教諭
中・高「英語」教

諭
6,000円 60人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506885号

082-424-5943
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】小学校の教育・研究（算
数科・理科）に関する最新情報

令和2年度から完全実施される小学校学習指導要領と関連
させながら，算数科教育及び理科教育に関する最新情報を
踏まえて，（1）算数科のカリキュラム構成や学習方法に関す
る講義，（2）理科のカリキュラム構成や学習方法に関する講
義，を行い算数科及び理科の教育実践に必要な教師の資
質・能力の向上を図る。

山崎　敬人（教育学研究科教授）
真野　祐輔（教育学研究科准教授）

広島県東広島
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19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506886号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】映画の見方・読み解き方

本講座では，映画監督と脚本家の意図を明らかにすること
を目的とし，カメラワーク・構図・編集などの映画的要素，人
物描写・場面選択・象徴性などの文学的要素の二つに注目
します。ここで学んだ視点や発想は文学教材の分析にその
まま使用できます。
また，映画製作過程は選択の連続であり，この発想を応用
して小論文の内容を発見する方法についても考える。

柳澤　浩哉（教育学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月2日 教諭
小・中・高「国語」

教諭
6,000円 120人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506887号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】市民性教育・主権者教育
としての社会科授業デザイン－
重くて深い学び－

中等社会科教育の授業づくりの理論と方法を，市民性教
育・主権者教育の実現という視点から講義するとともに，受
講者相互の対話を通して授業づくりの方略を定立していくこ
とを目的とする。本講習では，普段の授業実践を一歩でも深
くて重い学び（＝レリバンスのある学び，意味を実感できる
学び）に変換していく手立てを具体的に検討することで，「市
民性教育・主権者教育としての社会科」の理念を再確認した
い。

草原　和博（教育学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月2日 教諭
中「社会」・高「地
歴」「公民」教諭

6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506888号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

広島大学 【選択】異文化を学ぶために

外国語教育の真の意味を探るため，欧米の文化・言語を対
象に，異文化を学ぶ意義を考察する。講習内容は以下の三
部です。
(1)英語の通時的変化と共時的バリエーション，(2)Teaching
French culture in a French language lesson，(3)言語による
外界の範疇化と文化

今田　良信（文学研究科教授）
ロリヤール　オリヴィエ（文学研究科准教授）
大野　英志（文学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月2日 教諭
中・高「外国語
（英語・フランス

語）」教諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506889号

082-424-6374
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】英語文学教材の言語的
特徴を踏まえた読解指導

現在の中・高等学校の文部科学省英語検定教科書には，
少ないながらも文学教材が収められている。本講習では，ま
ず英語文学の言語的特徴について理解した後，高等学校
の英語教科書に収められている英語文学教材を取り上げ，
どのような文法事項や修辞技法が用いられているかを確認
する。また，教科書付属の設問についても検討し，英語文学
教材を授業でどのように指導していくか考えてきたい。

西原　貴之（教育学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月2日 教諭
中・高「英語」教

諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506890号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】国際バカロレアに学ぶ探
究的な歴史学習

社会科（地理歴史科，公民科）は，覚えさえすれば点になる
暗記教科と揶揄されてきた。また，歴史教育は所属社会へ
の帰属意識育成の有効な手段として，洋の東西を問わず活
用されてきたが，その問題性が指摘され，克服のための
様々な研究と提案がなされてきた。本講習では，歴史教育
のこれらの問題改善の根拠を国際バカロレアに学び，グ
ローバル社会で求められる資質・能力の視点から構築し，そ
れを実現する探究的学習を考える。

棚橋　健治（教育学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月3日 教諭
小・中「社会」・高
「地歴」「公民」教

諭
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506891号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】“偶然性”による絵画表現

絵画表現において創造性や技法等の重要な要素となってい
る“偶然性”を理論的，実践的に学び，その特質と教育的な
意義を理解していきます。実習の具体的な内容としては，多
様な基本的技法を体験的に行い，これらを用いて“偶然性”
から触発されるイメージを含めた作品集を作成します。

内田　雅三（教育学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月4日 教諭
中・高「美術」教

諭
6,000円 12人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506892号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】食と健康のサイエンス

食品は健康維持に不可欠のものであり，適切な食生活を営
むことにより，疾病予防を図ることは，極めて重要な課題と
考えられます。また，同時に，「食の安心・安全」への意識が
高まり，食の安全な供給も重要な課題の一つとなっていま
す。本講習では，これらの課題に係わる最新のトピックスを
わかりやすく解説します。

浅川　学（統合生命科学研究科教授）
上野　聡（統合生命科学研究科教授）
鈴木　卓弥（統合生命科学研究科教授）
中野　宏幸（統合生命科学研究科教授）
羽倉　義雄（統合生命科学研究科教授）
矢中　規之（統合生命科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高教
諭，養護教諭，栄

養教諭
6,000円 60人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506893号

082-424-5034
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】英語教育の最前線を知る

学習指導要領が改訂され，世界標準の学力を育成すること
が求められている。英語教育も例外ではない。それに伴い
学力評価も変わり，中学校の全国学力調査や大学入試にも
反映されてきている。これら，英語教育の最前線の情報を学
ぶとともにそれを踏まえた授業改善の方法を検討する。新
学習指導要領で求められる英語力，評価，授業展開などを
講義で学び，具体的な教材を基に指導案の作成を行って理
解を深める。

松浦　伸和（教育学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月5日 教諭
中・高「英語」教

諭，小学校「英語
担当」教諭

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506894号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】近世・近代日本の貨幣政
策とインフレ・デフレ・リフレ

１７世紀から１９世紀にかけての日本の財政・金融政策とし
ての貨幣政策について時系列的に，その政策が行われた
社会経済史的背景とともに取り上げる。そして，今日的な表
現を使えば，マクロ経済政策としてのそれらの貨幣政策が，
当時の物価とどのようにかかわったのか，更に，その後の
日本の経済社会にどのような影響を及ぼしたのかを講義
し，各々の貨幣政策を経済史の視点から論評していく。

森田　英樹（教育学研究科講師）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
小・中・高「社会

科系」教諭
6,000円 60人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506895号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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対象職

種
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広島大学
【選択】中学校技術科「材料と加
工の技術による問題の解決」の
実践

中学校学習指導要領技術・家庭（技術分野）「A．材料と加
工の技術」の「材料と加工の技術による問題の解決」におけ
る実践方法の一例（課題の設定，解決策の構想・具体化，
実践を中心に）を概説し，実際に体験することを通して，今
後の「材料と加工の技術による問題の解決」の授業のあり
方を考える。主な受講対象者は中学校技術科教諭とする
が，ものづくりを担当されている他の校種・教科の教諭も受
講可能。

木村　彰孝（教育学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月6日 教諭 中「技術」教諭 6,000円 16人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506896号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】美術鑑賞術入門－自由に
楽しみ知識を増やす美術鑑賞教
育のススメ－

美術作品を前にして「わからない」と思考停止状態になるの
ではなく，楽しく多様に意味を紡ぎ出す美術鑑賞を，自己表
現の基本構造と構成主義の学習観にたつ新しい美術鑑賞
教育のあり方から解説します。さらに，グループワークを通
して美術鑑賞教育の具体的な方法論を探ります。美術鑑賞
を通して豊かな感性を育むことに興味のある教諭全般，鑑
賞の専門知識を持たない初心者も受講可能です。

三根　和浪（教育学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月7日 教諭 幼･小･中・高教諭 6,000円 36人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506897号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】詩の読みかたと創りかた

国語科教育／日本語教育において，詩歌（短歌，俳句，川
柳，近現代詩など）は重要な教材です。一方で，教師も学習
者も詩歌に対して苦手意識を持ったり，抵抗感を持ったりす
る人が多くいます。「詩は難しい」，「意味がわからない」と
思ってはいないでしょうか。さらにこれからの授業では，読解
だけではなく創作も重視されます。この講習では，教材研究
に役に立つ詩歌の読解，創作指導のポイントを学ぶ。

川口　隆行（教育学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
中・高「国語」教

諭
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506898号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】小学校の教育・研究（社
会科・家庭科）に関する最新情報

小学校の社会科と家庭科の授業に関して，①社会科と家庭
科の学習指導に関する知識・技能等について，②社会科と
家庭科の授業構成の理論と方法等について，③近年の教
育の動向を踏まえた具体的指導法等について，それぞれ理
解を深める。修了認定試験は，当日の各科目の最後の時間
（30分）に実施する。

木村　博一（教育学研究科教授）
永田　忠道（教育学研究科准教授）
伊藤　圭子（教育学研究科教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506899号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】生物学の最新事情-進
化・系統・生物多様性-

生物分野の教育課程の中での位置づけが変わってきた生
物の進化と系統，その関連分野，とくに，新しい分類体系と
その基になっている分子系統学，生物多様性に関わる内容
を解説する。また，この分野に関するアクティブラーニングを
行う。主な受講対象者は中学校・高等学校の教諭とするが，
生物学に興味がある小学校教諭も受講可。

坪田　博美（統合生命科学研究科附属宮島自
然植物実験所准教授）
倉林　敦（長浜バイオ大学　バイオサイエンス学
部准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
中・高「理科」教
諭，小学校教諭

6,000円 50人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506900号

082-424-7320
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】発光海産動物を用いた生
物実験の基礎

「生物発光」現象は肉眼で確認でき，しかも綺麗なので生徒
の興味を引き付けることができる。また，安全であり，簡便
性（操作，廃棄）からも非常に取り扱いやすい教材である。
本講習では，ウミホタルの発光現象の仕組みについて解説
する。併せて，実際にウミホタルを発光させる実験を行い，
授業での活用の可能性について議論する。主な受講対象
者は中学校・高等学校の「理科」教諭とするが，生物学に興
味がある小学校教諭も受講可。

田川　訓史（統合生命科学研究科附属臨海実
験所准教授）
植木　龍也（統合生命科学研究科准教授）
有本　飛鳥（統合生命科学研究科附属臨海実
験所助教）
小林　健司（統合生命科学研究科附属臨海実
験所特任助教）

広島県尾道市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中・高「理科」教
諭，小学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506901号

082-424-7320
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】原子核と放射線

原子，原子核の構造と周期律について理解し，原子核の崩
壊とそれにともなう放射線の発生，およびその利用について
例示を含めて説明します。そして，核分裂によりエネルギー
が発生する原理と福島第一原子力発電所の事故について
解説します。また，核エネルギーの利用として放射線の医学
利用について解説します。

遠藤　暁（工学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
中・高「理科」教

諭
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506902号

082-424-7516
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

広島大学
【選択】地震防災と建物の耐震設
計に関する基礎知識

地震防災と鉄筋コンクリート構造，木質構造の耐震設計に
関する概要を解説する。地震動の科学や地震観測，防災，
建物の耐震設計法の重要性や耐震設計法に必要な科学的
知見について解説する。
さらに，地震防災や過去の地震による建物の被害，近年の
研究の紹介を通して，日常生活における地震防災の実践や
建物の地震被害軽減に対する取り組みに対する理解を深
める。

三浦　弘之（工学研究科准教授）
森　拓郎（工学研究科准教授）
日比野　陽（工学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
中・高「理科」，中
「技術」，高「工

業」教諭
6,000円 50人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506903号

082-424-7516
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】英語教育における論理的
思考力の伸長と表現力の育成

英語学習者の論理的思考力を伸長させ，表現力を育成する
ための，講義・ワークショップを行います。具体的には，1．
「論理的思考力」を伸長させるための教材開発と指導＝論
理的思考力とは何かの整理，及びその力を伸長するための
教材と指導　2．「表現力」を育成するための教材開発と指導
＝どのような言語活動を提供することが，学習者の表現力
育成に繋がるか　3．教材の吟味と指導の実際＝ワーク
ショップ

達川　奎三（外国語教育研究センター教授）
Walter　Davies（外国語教育研究センター准教
授）
田北　冬子（外国語教育研究センター特任講
師）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
中・高「英語」教

諭（小学校教諭も
可）

6,000円 24人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506904号

082-424-5943
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】口腔のサイエンスと学校
歯科保健Q＆A

我が国の「新健康フロンティア戦略」では，子供の健康力と
ともに「歯の健康力」が重要テーマとなっている。生きる力と
しての口腔の健康は学校教育の場で大切な項目である。ま
た口腔は比較的親しみやすく，子供達のサイエンスに対す
る興味の入り口としても効果的な教育対象である。本講習で
は口腔のサイエンスとともに学校保健現場での歯科的諸問
題とその対応を取り上げる。

竹本　俊伸（医系科学研究科教授）
内藤　真理子（医系科学研究科教授）
太田　耕司（医系科学研究科教授）

広島県広島市 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

養護教諭，中・高
「保健」教諭

6,000円 40人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506905号

082-257-5613
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】新学習指導要領における
NIEの展開

本講習では，新聞を活用した教育(NIE)について，資質・能
力の育成を目指す新学習指導要領における位置や役割，
可能性を考察するとともに，諸事例を通して記事の読解や
新聞作成などのさまざまな活用方法を新聞関係者とともに
実践的に学びます。

朝倉　淳（安田女子大学　教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月8日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506906号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】映画の見方・読み解き方

本講座では，映画監督と脚本家の意図を明らかにすること
を目的とし，カメラワーク・構図・編集などの映画的要素，人
物描写・場面選択・象徴性などの文学的要素の二つに注目
します。ここで学んだ視点や発想は文学教材の分析にその
まま使用できます。
また，映画製作過程は選択の連続であり，この発想を応用
して小論文の内容を発見する方法についても考える。

柳澤　浩哉（教育学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月8日 教諭
小・中・高「国語」

教諭
6,000円 120人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506907号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】マルチメディアを活用した
英語指導

この講習はマルチメディアを利用した語学学習・語学教育に
焦点を当て，以下のワークショップを行います。
１．音声や動画クリップを用いた総合教材の開発
２．フリーソフト・フリーオンラインアプリケーションを用いた英
語学習教材の作成と実践
３．多機能携帯端末／ポッドキャストを用いた教材開発と授
業実践
４．多機能携帯端末／ポッドキャストを用いた授業デザイン
および活用法

榎田　一路（外国語教育研究センター准教授）
セルウッド　ジェイムス・J（外国語教育研究セン
ター特任講師）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月8日 教諭
中・高「英語」教

諭
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506908号

082-424-5943
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】特別支援教育における
ICT活用

通常の学校を中心とした特別支援教育におけるICT活用，
中でもタブレットを活用した教育について，基本的な操作方
法から，教育活動における利用まで，具体的な導入の考え
方を，演習を交えながら理解を深め，操作方法を身につけ
ることを目指します。

氏間　和仁（教育学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月8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19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506909号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

149 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

広島大学
【選択】理数探求に使えるSTEM
教育教材－ペーパーてんびんプ
ロジェクト－

科学（Science)，技術・工学（Technology & Engineering)，数
学（Mathematics)といった理系の教科の知識を応用して，実
際のものづくり等に応用するSTEM教育が注目されていま
す．高等学校にも「理数探求」が設定されました．この講習
では，簡単に加工・製作ができるペーパーてんびんを題材
に，STEM教育教材の実際を，ものづくりのPDCAサイクルを
通して学びます．

鈴木　裕之（教育学研究科准教授）
川田　和男（教育学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月10日 教諭

中「数学・理科・
技術」，高「数学・
理科・情報・工

業」教諭

6,000円 16人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506910号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】新学習指導要領で求めら
れる資質・能力の育成を基盤とし
た理科の学習指導

新しい学習指導要領においては，資質・能力の育成を基盤
とした学習活動を充実することが求められている。本講習で
は，このような理科教育に関する最新の動向と併せて，科学
的な探究を基盤としながらより良く思考を行うために重要と
なるメタ認知や言語活動を取り扱う。そして，メタ認知や言語
活動等の視点を取り入れた理科授業の在り方について，講
義と演習を通して，理科教師としての資質・能力の向上を図
る。

松浦　拓也（教育学研究科准教授）
木下　博義（教育学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月11日 教諭
中・高「理科」教
諭（小学校理科
主担当も可）

6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506911号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】小学校でできるプログラミ
ング教育の実践

本講習では，普段の生活や教科等における学習上の必要
性や学習内容と関連付けながら計画的かつ無理なく確実に
実施できる事例を解説する。さらに，実際に論理的思考力を
身に付けるための学習活動を体験することで理解を深める
ことを目的とする。さらに，小学生が受けるプログラミング教
育を知ることで，中学校技術・家庭科技術分野および高等
学校工業科において将来どのような対応をしていかなけれ
ばならないかを校種を越えて議論する場も提供する。

川田　和男（教育学研究科准教授）
鈴木　裕之（教育学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月11日 教諭
小・中「技術」・高
「工業」・特支等

教諭
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506912号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】ICTを活用した地域学習
のデザイン－東広島市「のん太
の学び場」を活用して－

本講習では，小学校の地域学習をICTの活用と市民性の育
成という視点から考える。最終的にはデジタルコンテンツを
活用して「主体的で対話的で，深い学び」を促す単元プラン
を開発できることを目的とする。具体的には，広島大学が東
広島市立図書館と共同開発した地域学習用デジタルコンテ
ンツ「のん太の学び場」の構造を分析することで，「社会を知
り，社会について考え，社会へ関わる」子どもを育てる方略
をモデル化していく。

大坂　遊（徳山大学　経済学部講師）
草原　和博（教育学研究科教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506913号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】日本・中国の語学・文学・
思想

【現国】では，多和田葉子「エクソフォニー　母語の外へ出る
旅」を作家の文学実践を踏まえつつ読解する。
【古文】では，動詞の活用表をもとに中世日本語における日
本語の変化について理解する。
【漢文】では，教科書に収録される作品の変遷を通じて，国
語教育における漢文の在り方について考える。

下岡　友加（文学研究科准教授）
白井　純（文学研究科准教授）
川島　優子（文学研究科教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月17日 教諭
中・高「国語」教

諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506914号

082-424-6374
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】英語ライティング指導にお
けるフィードバックと明示的指導
の観点

この講習では，中学校あるいは高等学校での英語ライティ
ング指導をテーマとして，以下の2点のトピックを扱います。
(1) 英語ライティングの指導において有効なフィードバックを
与える方法
(2) 英語ライティングの指導において有効な明示的な指導を
施す観点

天野　修一（外国語教育研究センター講師）
中川　篤（外国語教育研究センター助教）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月17日 教諭
中・高「英語」教

諭
6,000円 60人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506915号

082-424-5943
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】はじめてのクラウド利活用

コンピュータネットワークを介して様々なサービスを利用する
クラウドの利活用が広がっている。様々なアプリを場所や時
間を問わず利用できるだけでなく，アンケートを瞬時に回収・
分析したり，複数の利用者が共同して一つのファイルを編集
するなど，新しい形のICT利活用が可能である。本講習で
は，実際にクラウド環境でアプリを利用することを通して，新
しいICT環境の授業や校務への効果的な導入について演習
を行う。

渡辺　健次（教育学研究科教授） 広島県福山市 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 20人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506916号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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広島大学 【選択】睡眠と生活リズム

夜型化が進行している現代社会では，生活リズムの乱れと
睡眠不足が大きな社会問題になっている。これらの現象は
成人だけでなく子どもにも多く見られ，日中の居眠り，意欲
の減退，感情処理能力の低下，精神的・身体的健康の悪化
など，様々な悪影響を及ぼしている。本講習では，子どもの
発育にとって重要な睡眠に関する基本的知見を解説すると
ともに，生活リズムの乱れと睡眠不足による悪影響につい
て解説する。

林　光緒（総合科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月20日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高教
諭，養護教諭

6,000円 50人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506917号

082-424-6318
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】小学校の教育・研究（国
語科・外国語活動および外国語
科）に関する最新情報

国語科・外国語活動および外国語科における言語活動や学
習目標と指導について，これまでの課題を踏まえながら講
義，演習を行う。

岩坂　泰子（教育学研究科准教授）
難波　博孝（教育学研究科教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506918号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】人間生活（家庭科）教育
学の最新事情ー家族関係・保
育ー

学校家庭科における，家族関係，生涯発達，保育の各内容
の位置づけについて再確認する。ヒトの生涯発達（時間軸）
を，ヒトを取り巻く環境（衣食住，家族・家庭，地域など（空間
軸））と関連させて，どのように授業を構成するかを考える。
また，子育て支援や育児不安解消に向けた現代の家庭に
おける父親の役割の重要性についても解説する。さらに，乳
幼児期における子どもの発達の特徴と愛着関係形成の重
要性について解説する。

今川　真治（教育学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
中・高「家庭」教
諭（幼稚園・小学

校教諭も可）
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506919号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】PDCAサイクルを効率的
に回すための評価とデータ分析

新学習指導要領にも示されている通り，昨今，カリキュラム・
マネジメントの必要性は高まっています。しかし，実際の教
育現場において，PDCAサイクルを確立し，これを効率的に
回すための具体的な手立てはなかなか見えてきません。そ
こで，本講習では，新学習指導要領を紐解きながら，英語教
師に必要となる評価およびデータ分析の初歩について学
び，日頃の指導実践にどう活用するかを考えます。

草薙　邦広（外国語教育研究センター特任講
師）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
中・高「英語」教

諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506920号

082-424-5943
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】中世の日本とヨーロッパ

本講習では，日本とヨーロッパの中世に焦点を当て，近年の
研究動向をふまえ，加筆・修正が必要と思われる教科書の
記述について解説する。日本史は，海域アジア史や中世考
古学の研究成果をふまえ，東アジア世界のなかの日本とい
う視座から，政治・経済の構造的変化について論じる。ヨー
ロッパ史は、西ユーラシア世界のなかのヨーロッパという巨
視的な視座から，地中海を軸に据えて西洋中世史そのもの
の再構築を図る。

本多　博之（文学研究科教授）
足立　孝（文学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
中「社会」・高「地

歴」教諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506921号

082-424-6374
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】数学とその発展

数学は古い歴史をもち，現在もますます進化している。本講
習では，数学の発展史の中から比較的なじみの深い，ユー
クリッド幾何，微積分，記号，日本の江戸時代の数学など，
さらには中学・高校の教育関係者にも関る現代数学の内容
など，の中から適当な話題を選び解説する。講義を通して受
講者に，数学の考え方や，時代特有の認識に関する理解を
深め，数学教育への新たな意欲を持ってもらうことを目指
す。

河野　芳文（高知工科大学　名誉教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
中・高「数学」教

諭
6,000円 60人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506922号

082-424-7320
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】物理教育研究（PER）に基
づく授業方法［ワークショップ形
式］

本講習では，物理教育研究（Physics Education Research:
PER）に関する講義を行った後に，PERに基づく授業方法を
ワークショップ形式により学習する。ワークショップではPER
によって開発された相互作用型演示実験講義（ILDs）などの
模擬授業を実施し，有効性や問題点に関する議論を行う。

梅田　貴士（教育学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
中・高「理科」教

諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506923号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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対象職

種
主な受講対象者

広島大学
【選択】小学校でできるものづくり
技術

小学校図画工作科における技術的なものづくりの授業の考
え方について概説するとともに，木材（板材）を材料とした題
材「円形木琴」と，金属（針金）を材料とした題材「フラワー
ベース」の授業例を検討し，ものづくり技術及び図画工作科
に関する授業の在り方について理解を深めるための講習を
行う。

谷田　親彦（教育学研究科准教授）
三根　和浪（教育学研究科准教授）
木村　彰孝（教育学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 32人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506924号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】教科書を用いた言語活動
の理論と実践

この講習では，教科書を用いて教室内で実施できる様々な
言語活動をテーマとして，主として以下の4点を扱います。
（1）語彙学習
（2）文法学習
（3）異文化理解
（4）ALTとのアクティブ・ラーニング
これらの点について，理論的背景を説明し，それにもとづく
言語活動を体験します。

鬼田　崇作（外国語教育研究センター准教授）
Tanabe　Julia（外国語教育研究センター助教）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
中・高「英語」教

諭
6,000円 30人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506925号

082-424-5943
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】人間生活（家庭科）教育
学の最新事情－食生活－

食生活は健康維持に重要であることはよく知られている。食
生活と健康との関連について最新の話題も含めて講義で説
明する。また，健康は食生活だけでなく運動などの生活習慣
も関わってるので，それらとの関係性についても話題を提供
し理解を深める。簡単な実験も行い科学的な理解を深め
る。新しい調理方法として，科学的な原理や実験器具類など
を使用した分子調理の歴史的背景や分子調理の基礎技術
について実習を含めて説明する。

松原　主典（教育学研究科准教授）
冨永　美穂子（教育学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月23日 教諭
中・高「家庭」教

諭（小学校教諭も
可）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506926号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】体力向上と健康の維持増
進における基礎的・応用的知識

現在，わが国の子どもの体力低下や健康の維持増進が喫
緊の課題になっている。そのような背景の中，以下の3点か
ら講習内容を概説する。①体力・運動機能に係る基礎的・応
用的知識について解説する，②健康・安全の管理と予防に
関する基礎的・応用的知識について解説する，③子どもの
発育発達の特徴と有効な運動指導について解説する。

上田　毅（教育学研究科教授）
柳岡　拓磨（教育学研究科助教）
岡井　理香（教育学研究科助教）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月24日 教諭
中・高「保健体

育」教諭
6,000円 50人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506927号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】生徒指導－児童・生徒の
心と学び支援－

生徒指導は，児童・生徒の学習面，心理・社会面などへの
総合的，かつ発達的な援助サービスである。本講習では，
児童・生徒の問題とされる行動や援助を必要とする心理過
程を理解するための基礎を学び，教師が学校において行う
生徒指導や教育臨床相談，学習相談などについての知識
の習得を目指す。そのため，講義ばかりでなく演習を盛り込
みながら講習を進める。

深谷　達史（教育学研究科准教授）
エリクソン　ユキコ（教育学研究科客員准教授）
栗原　慎二（教育学研究科教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高・特支
教諭，養護教諭，

栄養教諭
6,000円 110人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506928号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】発達障害児の理解と支援

本講習では，学習障害，注意欠如・多動症，自閉スペクトラ
ム症などといった発達障害のある幼児児童生徒の心理・生
理・病理的特性の基礎的事項を紹介するとともに，その特
性に応じた個別の支援やインクルーシブ教育の観点による
学級集団における支援の在り方，さらに，特別支援学校や
医療・福祉機関等との有機的な連携の在り方について，ディ
スカッションや講義等を通じて考える。

川合　紀宗（教育学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月26日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高・特
支教諭，養護教

諭
6,000円 200人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506929号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】聴覚障害教育における授
業づくりを考える

聴覚障害教育の経験を有している特別支援学校等（特別支
援学級，通級指導教室等を含む)の教員を対象として，聴覚
障害教育を巡る最近の動向について解説しながら諸課題を
整理するとともに，主として小学部段階での教科の授業を想
定しながら，授業づくりに向けて求められる事としてどのよう
なことがあるのか，それを踏まえてどのような手立てが考え
られるのかを取り上げ，これからの聴覚障害教育が目指す
方向について考える。

谷本　忠明（教育学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月28日 教諭

特別支援学校・
特別支援学級・
通級指導教室・
通常学級等で聴
覚障害児等に関
わった経験のあ

る教諭

6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506930号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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広島大学
【選択】知的・発達障害のある幼
児児童生徒を包含する学級集団
の形成

新学習指導要領等が目指す学びとして，子どもたちが，互
いの背景を尊重しながら，多様な体験・経験を重ねて，新た
な価値を創造することが求められている。そこで，本講習で
は，知的・発達障害のある幼児児童生徒を包含する学級集
団を形成するために必要な理論や指導の実際について，講
義や演習を通して学びを深めることを目的とする。

若松　昭彦（教育学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月28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19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506931号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】肢体不自由児の理解と支
援

講義前半では，脳性まひを始め，特別支援学校に多く在籍
する様々なタイプの肢体不自由児の障害の心理・病理・生
理についての理解と，それらの子どもたちに必要な支援の
あり方について解説する。講義後半では，肢体不自由児の
支援事例を用いて，受講者との協議を踏まえて支援の解説
を行う。

船橋　篤彦（教育学研究科講師）
広島県東広島
市

6時間 令和2年8月28日
教諭

養護教
諭

特支教諭・養護
教諭

6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506932号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】バイオテクノロジー講義

バイオテクノロジーは生物の能力を活用する技術であり，人
類の諸問題を解決する上で必要不可欠である。本講習は，
「生命現象の基礎原理と社会実装の現状」，「バイオテクノロ
ジーの歴史と最先端の技術開発」，「生体分子や生細胞を
機能性材料として活用するバイオテクノロジー」をテーマとす
る。最近のトピックスの紹介および議論を通じて，中高生の
関心を高め将来の活躍につながる理科教育の実現に寄与
することを目指す。

藤江　誠（統合生命科学研究科准教授）
廣田　隆一（統合生命科学研究科准教授）
舟橋　久景（統合生命科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和2年8月31日 教諭
中・高「理科」教

諭
6,000円 50人

令和2年4月19日～
令和2年5月29日

令02-
10069-
506933号

082-424-7009
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

徳島大学
【選択】共通テスト時代における
生物教育の高大接続改革

暗記科目とも言われた「生物」も，共通テスト導入を期に思
考力重視に大きく舵を切り，初見の難しい実験とその結果を
既知の知識に照らして深く考える力を育成しなければならな
くなった。一方，健康や環境に関する分野でエセ科学的な記
事がSNSや書籍の世界に氾濫するなかで，リテラシー教育
の必要性も増している。そこで，リテラシーを強化しつつ思
考力を伸ばすことを目標に，理科の他科目・保健体育・社会
など，科目の枠を越えた生物教育の高大接続改革の可能
性について考える。

真壁　和裕（大学院社会産業理工学研究部 教
授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年7月25日 教諭 高校教諭 6,000円 16人
令和2年4月16日～
令和2年5月18日

令02-
10071-
507908号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学 【選択】国語辞書の利用方法

意味が分からない言葉が出てきたら生徒には辞書を引かせ
る。そして文脈に合った意味を考えさせる。では、辞書が間
違っていたらどうなるのか。辞書に限らずあらゆる文献資料
は批判的な目を持って利用しなければならない。辞書を生
徒に引かせるのなら、生徒に批判的な目を持たせるかどう
かは別としても、教師の側には批判的に辞書をみる力が要
求される。本講座では、辞書の作られ方から始めて、それを
批判的な目を持って利用する方法を講じる。

堤　和博（大学院社会産業理工学研究部 教
授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校(国語)教
諭,高校(国語)教

諭
6,000円 15人

令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
10071-
507909号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学
【選択】たのしんで学ぶ！図画工
作・美術科における映像メディア
領域実践

小・中学校および高等学校において実践の難しい映像メ
ディア領域を簡単に実践するための資料集や実践のツール
などを共有し、手作業で映像作品が作成できるような実践を
中心に講習を行う。また、新学習指導要領における図画工
作および美術科の内容学確認とともに、21世紀型のスキル
の概要など芸術を通した能力の獲得の枠組みを理解する。

佐原　理（大学院社会産業理工学研究部  准教
授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月8日 教諭

小学校教諭,中学
校(美術)教諭,高
校(美術)教諭,特
別支援学校教諭

6,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
10071-
507910号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学 【選択】工作する数学

身の回りの事柄には沢山の数学的な原理が隠されている。
今回はペーパークラフトや万華鏡を造る、繰り返し模様をデ
ザインする、簡単な計算道具を造ってみるなど、こういった
工作を行って、それらに潜む数学的な原理に触れるという
内容を講義する。

大渕　朗（大学院社会産業理工学研究部 教
授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月8日 教諭

小学校教諭,中学
校(数学･理科･美
術)教諭,高校(数
学･理科･美術)教

諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
10071-
507911号

088-656-7372
(内線： 7180)

http://www.tokushima-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

徳島大学
【選択】情報技術を活用したデー
タ可視化のための画像処理
/CG/VR応用

目的：プログラミング実習を通じて画像処理/CG(Computer
Graphics)/VR(Virtual Reality技術)を応用したデータ可視化
にかかわる情報技術について理解を深めることを目的とす
る。
到達目標：画像処理/CG/VR実習より最近の情報技術の活
用例の知識を得る。
概要：プログラミング実習（python/C++）に必要な基礎的内
容を紹介した後、（１）画像処理実習、（２）CG実習、（３）VR
実習の3グループに分かれて各分野の基礎的内容の理解
のもとプログラミング実習を行う。

河田　佳樹（大学院社会産業理工学研究部 教
授）
鈴木　秀宣（大学院社会産業理工学研究部 助
教）
松廣　幹雄（大学院社会産業理工学研究部 特
任助教）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月17日 教諭
小学校教諭,中学
校(技術)教諭,高

校(工業)教諭
6,000円 15人

令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
10071-
507912号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学 【選択】くらしを支える機械工学

人々の生活や産業界において機械工学がどのように関わ
り，貢献しているかについて紹介する。機械工学を４つのカ
テゴリーに分け，材料分野からは材料組織の制御につい
て，エネルギー分野からは低環境負荷燃焼技術について，
生産工学分野からは機械の安全設計について，知能機械
分野からは人間支援ロボットについて，それぞれ最新のト
ピックを交えて紹介する。

髙岩　昌弘（大学院社会産業理工学研究部 教
授）
岡田　達也（大学院社会産業理工学研究部 教
授）
名田　譲（大学院社会産業理工学研究部 准教
授）
米倉　大介（大学院社会産業理工学研究部 教
授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校教諭,中学
校(技術)教諭,高

校(工業)教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
10071-
507913号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学
【選択】放射線の基礎知識と身の
回りの放射線の測定

放射線の基礎知識として、放射線と放射能の違いから身の
回りにある放射線とその利用そして放射線の人体への影響
と防護の考え方などについてワークシートを使って整理して
いただきながらわかりやすく講義する。実習では、放射線の
測定を理解していただくために、GM計数装置を使用して身
の回りの放射線を実際に測定して理解を深めていただくとと
もに、霧箱を作成して放射線の飛跡が簡単に観察できるこ
とを確認する。

三好　弘一（放射線総合センター教授） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭,中学
校(理科)教諭,高

校(理科)教諭
6,000円 8人

令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
10071-
507914号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学
【選択】プログラミングに必要なア
ルゴリズムの世界

アルゴリズムとは，問題を解くための手順を定式化した形で
表現したものであり，正しくその解を得るための具体的手順
および根拠を与えるものである．問題によっては，解が求め
られない場合もあるし，解は求められるが膨大な計算時間
がかかる場合もある．つまり，アルゴリズムの知識がない
と，解が存在しない問題や膨大な計算時間がかかる問題を
プログラミングし，解が求められないと悩むことになる．本講
義では，プログラミングに必要なアルゴリズムの世界につい
て解説する．

中山　慎一（大学院社会産業理工学研究部　准
教授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月22日 教諭
小学校教諭,中学
校教諭,高校(工

業)教諭
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
10071-
507915号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学 【選択】統計学の基礎

確率と統計に関するいくつかの話題（意外な確率、平均は
本当に代表値など）を取り上げながら、統計学を正しく理解・
運用するために気を付けるべきこと、統計学を教えるときに
知っておくべきことを解説する。さらに、多くのデータの中か
ら有用な情報を探るための多変量解析に関する話題につい
ても触れる予定である。

守安　一峰（大学院社会産業理工学研究部 教
授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月23日 教諭
中学校(数学)教
諭,高校(数学)教

諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
10071-
507916号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学 【選択】自然災害と学校安全管理

「安全教育，安全管理を適切に行うために必要な組織体制
の在り方と教員が身に付けるべき資質・能力」の基本的考え
方について解説するとともに，主として自然災害を対象とし
た安全管理の方法について，講義と災害時アクションカード
作成などの演習を通して理解させる．

中野　晋（環境防災研究センター 教授）
金井　純子（大学院社会産業理工学研究部 助
教）

徳島県徳島市 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 16人
令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
10071-
507917号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学
【選択】健康を維持するための栄
養学

近年栄養に関する研究が進み、栄養学に対する考え方や
実践方法が大きく変わりつつある。また、生活習慣病の対策
につながる食習慣等は、子供の頃から徐々に身につけなけ
ればならないともいわれている。そこで健康を支える基礎と
なる栄養学や生活習慣の基本的事項を最新の知見を含め
ながら基礎的知識を解説する。

髙橋　章（医歯薬学研究部 教授）
奥田　紀久子（医歯薬学研究部 教授）
奥村　仙示（医歯薬学研究部 講師）
馬渡　一諭（医歯薬学研究部 講師）
山田　苑子（医歯薬学研究部 助教）
上番増　喬（医歯薬学研究部 特任助教）

徳島県徳島市 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4月16日～
令和2年6月16日

令02-
10071-
507918号

088-656-7372
(内線： 7180)

http://www.tokushima-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

徳島大学
【選択】実習で学ぶﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛ
ｼﾞｰ，社会の中のﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

この講習では、バイオテクノロジーに関する実習と、関連し
た講義を行う。実習では、タンポポの葉からDNAを抽出し、
在来種・外来種および両者の雑種を、PCR法に基づいた
DNA分析により判定する。またバイオテクノロジーが身近で
利用されている例として、遺伝子組換え作物および生殖補
助医療・出生前診断について講義を行い、最後に参加者全
員でバイオテクノロジーについてディスカッションを行う。

渡部　稔（教養教育院　教授） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月25日 教諭

小学校教諭,中学
校(理科･技術)教
諭,高校(理科･農
業)教諭,特別支

援学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
10071-
507919号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学
【選択】主権者教育の進め方と内
容－「政治リテラシー」の重要性

18歳選挙権が始まり、中・高校においても主権者教育が重
要視されている。選挙の仕組みや投票の手順など技術的な
知識もさることながら、政治の具体的な課題に対して関心を
持ち、知識を得て、主体的に行動ができる能力＝「政治リテ
ラシー」の獲得も重要である。この講習では、民主主義、平
和、憲法、ジャーナリズムなどの観点から、本質的な主権者
教育の進め方と内容について考え、あわせて教員が学校現
場で政治を教える際の基本的な原則を確認する。

饗場　和彦（大学院社会産業理工学研究部　教
授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月29日 教諭
中学校(社会)教
諭,高校(地理歴
史･公民)教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
10071-
507920号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

高知大学
【選択】声楽基礎 (声の仕組み・
発声・歌の指揮など)

発声の基本を体のほぐし方や腹式呼吸の段階から実践して
いきます。
歌唱共通教材等を用いての歌唱指導及び簡単な合唱指揮
の練習。言葉のニュアンスと旋律の関係に着目しながら生
き生きとした歌唱表現を学びます。
動きやすい服装で受講してください。この講習は実際に音楽
を担当している教諭対象の内容です。

小原　浄二（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年6月20日 教諭
小学校・中学校・
高等学校　（音楽

担当）教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

(備考　4/16は、令和2
年度期限者の優先予

約日)

令02-
10075-
507406号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】数理の世界

本講習では整数についての基本的な性質や、現在までに知
られている様々な話題について学ぶ．可能な限り演習をとり
入れて受講者が聞くだけではなく実際に紙と鉛筆を使い、手
を動かして計算することで理解を深めるよう配慮したい．

佐藤　淳郎（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年6月20日 教諭
高等学校　（数学

担当）教諭
6,000円 5人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

(備考　4/16は、令和2
年度期限者の優先予

約日)

令02-
10075-
507407号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】木工芸・工作の基本と小
品制作

図画・工作、美術・工芸関連の選択領域である本講習は、
工作、工芸の領域の中で、木を素材とした課題を扱い、小品
の制作を行う。
木材による工作・工芸にとって最低限必要な道具（主に彫刻
刀）の使用法をマスターし、既存の教材ではなく、自身が
「木」を使った工作の課題を考える際のヒントになる課題を
制作することが目標である。持参品は彫刻刀、スケッチブッ
ク、鉛筆等。工作作業に適した服装での受講をお願いしま
す。作品は当日返却します。
尚、本講座は「主な受講対象者」のみ受講可能です。

吉光　誠之（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年6月20日 教諭

小学校・中学校・
高等学校　（図画
工作・美術・工芸

担当教諭）

6,000円 7人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

(備考　4/16は、令和2
年度期限者の優先予

約日)

令02-
10075-
507408号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】農業生産における技術と
経営に関する演習と講義

農業の新しい技術や経営の考え方について学ぶ。これらの
新しい農業に関する幅広い知識・技術を高校生に教授する
ための手法について互いに研鑽を深める。

島崎　一彦（農林海洋科学部教授）
宮崎　彰（農林海洋科学部准教授）
松島　貴則（農林海洋科学部講師）

高知県南国市 6時間 令和2年6月20日 教諭
高等学校　（農業
に関する科目担

当教諭）
6,000円 10人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

(備考　4/16は、令和2
年度期限者の優先予

約日)

令02-
10075-
507409号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】南海地震に備える

近づく南海地震に備えるために、まず、地震や津波の発生メ
カニズムについて学びます。次に、最近の世界や日本で発
生した被害地震について、そこで何が起こったのかを知ると
ともに、地震を災害にしない方法を考えます。さらに、個々
の学校周辺地域の地形的な特徴を理解することも目標とし
ます。講義が中心ですが、多くの写真や図、動画を利用して
視覚的に理解できるように準備します。

岡村　眞（防災推進センター客員教授）
松岡　裕美（理工学部准教授）

高知県高知市 6時間 令和2年6月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 100人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

(備考　4/16は、令和2
年度期限者の優先予

約日)

令02-
10075-
507410号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知大学
【選択】保育の場で応用できる基
礎的なカウンセリングの考え方

さまざまなカウンセリングの理論の中から、行動に焦点を当
てる考え方と感情に焦点を当てる考え方を紹介し、子どもや
保護者の行動を理解し支援する上でのカウンセリングの有
用性について講じる。また、カウンセリングの基本的な傾聴
の技法について解説し、ロールプレイを通して学ぶ場を設定
する。

玉瀬　友美（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年6月27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 50人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

(備考　4/16は、令和2
年度期限者の優先予

約日)

令02-
10075-
507411号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】コケ類・クマムシ類概説と
採集・観察

身近な生物でありながら，その実体はあまり知られていない
コケ類（蘚苔類）とクマムシ類（緩歩動物）について，分類，
系統，生態，形態などを概説する．さらに，高知大学朝倉
キャンパス内で採集を行い，実体顕微鏡下での解剖，光学
顕微鏡による観察とスケッチを行う．主な受講対象は中学
校および高等学校（理科担当）教諭．

松井　透（理工学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年6月27日 教諭
中学校・高等学
校（理科担当）教

諭
6,000円 10人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

(備考　4/16は、令和2
年度期限者の優先予

約日)

令02-
10075-
507412号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】農業基盤整備のための基
礎科学

○農業に必要な土壌中の水について，土壌構造，保水性，
透水性の観点から考える．
○近年の農業水利施設の老朽化や維持管理上の課題につ
いて，建設材料の観点から学ぶ．
○健全な水資源・水環境の整備に関する知識・技術につい
て，近年の調査研究事例を交えて解説する．
○ダム・ため池・堰・水路など各種農業水利施設の設計理
論の基礎となる静力学を用いて，身近な構造物の設計プロ
セスを学ぶ．

佐藤　泰一郎（農林海洋科学部准教授）
佐藤　周之（農林海洋科学部准教授）
齋　幸治（農林海洋科学部准教授）
松本　伸介（農林海洋科学部教授）

高知県南国市 6時間 令和2年6月27日 教諭
高等学校（理科

担当）教諭
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

(備考　4/16は、令和2
年度期限者の優先予

約日)

令02-
10075-
507413号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】中高等学校理科指導のヒ
ント（化学領域）

化学領域を深く学び、中学校及び高等学校理科での指導上
のヒントに資する。化学領域では、化学物質に関する理解を
深めることを目的とし、身近な材料を使ったクロマトグラ
フィーに関する実験と講義を行い、化学物質の「分離」に関
する原理やその応用について学ぶと共に、「物質の姿」、
「状態変化」等に関連した内容を学習する。実験を通じて、
体験しながら基礎的概念を習得することを狙いとすると共
に，教材として活用される可能性を探る。
実験しやすい服装と運動靴などで受講してください。

蒲生　啓司（教育学部教授）
西脇　芳典（教育学部准教授）

高知県高知市 6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校・高等学
校（理科・化学等

担当）教諭
6,000円 24人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

(備考　4/16は、令和2
年度期限者の優先予

約日)

令02-
10075-
507414号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】新学習指導要領に沿った
自立活動中心の「個別の指導計
画」作成法

学校教育法第72 条の改正により自立活動の目標は「障害
による学習上又は生活上の困難の改善・克服」に改めら
れ、「学校の教育活動全体を通じて行う自立活動の指導に
ついては，自立活動の時間における指導と各教科等の指導
との密接な関連を保つ」ことが必要とされた。そこで、本講習
では、特別支援教育担当教員を対象に、新学習指導要領
解説に沿って、自立活動を中心とする個別の指導計画の作
成法を実践的に学習する。

寺田　信一（教育学部教授） 高知県高知市 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（特支
学級・通級担当）

教諭

6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

(備考　4/16は、令和2
年度期限者の優先予

約日)

令02-
10075-
507415号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】小児の発達障害、ワクチ
ンおよび検尿を通した健康教育

小児科領域で大切な、以下の3点について講義を行いま
す。１．小児の発達障害(自閉症スペクトラム障害、多動注
意欠損障害等含む)の診断、対処方法などにつて概説しま
す。２．小児期にぜひとも受けていただきたいワクチン(予防
接種)の種類とその意義について概説します。３．学校検尿
の意義と問題点、尿検査をとおした生涯健康教育について
概説します。

藤枝　幹也（医学部小児思春期医学教授）
久川　浩章（医学部准教授）
脇口　明子（医学部臨床教授(称号付与)）

高知県南国市 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 100人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

(備考　4/16は、令和2
年度期限者の優先予

約日)

令02-
10075-
507416号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】塑造の基本－粘土による
造形から石膏取りまで－

塑造は、素材の性質上、学校教育現場の中でも扱われにく
い領域です。しかしながら、粘土という可塑性素材は、造形
活動をする上でとても魅力的な素材であります。今回の講
習では、塑造の基本について確認し、学校教育現場で役立
つ教授手法を学びます。

阿部　鉄太郎（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和2年8月13日 教諭
中学校・高等学
校　（美術担当）

教諭
6,000円 10人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507417号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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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

高知大学
【選択】小学校探究型社会科学
習の理論と実践

H29版学習指導要領では，全ての教科において、「主体的・
対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善（アクティブ・
ラーニングの視点に立った授業改善）を推進することが求め
られている。本講座では、小学校社会科教育研究において
蓄積されてきた探究型学習の理論と実践を参照しながら、
小学校社会科授業で実現すべき「主体的・対話的で深い学
び」について考察する。

藤田　詠司（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年8月13日 教諭
小学校　（社会担

当）教諭
6,000円 20人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507418号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】言語活動を取り入れた古
典指導

学習指導要領の伝統的な言語文化における理念と実践上
の課題を、「言語活動」をキーワードとして考えていく。小学
校・中学校・高等学校における学びを、段階的・系統的に結
び付けていくことをねらいとしている。

吉田　茂樹（教育学部准教授） 高知県高知市 6時間 令和2年8月13日 教諭
小学校・中学校・
高等学校（国語

担当）教諭
6,000円 30人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507419号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】中学校理科指導のヒント
（生物領域）

中学校生物分野における、無脊椎動物の身体のつくりと働
きを取り上げる。身近な教材の候補として、“食卓にあがる
生物”を例に、生物の多様性と生態系における生物の役割
を理解する観察と実験をおこなう。

伊谷　行（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年8月14日 教諭
中学校（理科担

当）教諭
6,000円 18人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507420号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】中高数学科における問題
解決の授業を目指して―今日的
な授業改善の方向性―

本講習では中高数学授業において，次期学習指導要領が
求める授業像の具体を，「問題解決」を切り口に検討しま
す。生徒達に今求められる資質・能力とは何か？数学授業
で「主体的・対話的で深い学び」をどのように実現するか？
全国学力・学習状況調査の結果や大学入学共通テスト（新
テスト）試行調査問題等も踏まえながら，今日的な授業改善
の方向性を具体的に解説します。なお，本講習では中学数
学，高校数学の両教材を扱いながら展開します。

服部　裕一郎（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和2年8月14日 教諭
中学校・高等学
校（数学担当）教

諭
6,000円 20人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507421号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】文章を味わうための日本
語文法

国語の授業で扱う「学校文法」は、日本語母語話者を対象と
した文法です。一方で、外国人を対象とした日本語教育で用
いられる「文法」もあり、こちらは文章の理解に役立ちます。
例えば、「は」と「が」の使い分け、「ようだ」と「らしい」の違い
などです。本講義ではこうした文法の中からいくつかを取り
上げ、教科書教材を例に「読解にどう使えるのか」をお話し
したいと思います。なお、中学校教科書が中心になります
（小学校教材のリクエストがあれば、申し込みの際のアン
ケートに記載してください）

岩城　裕之（教育学部准教授） 高知県高知市 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（国語

担当）教諭

6,000円 40人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507422号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】南海地震に備える

近づく南海地震に備えるために、まず、地震や津波の発生メ
カニズムについて学びます。次に、最近の世界や日本で発
生した被害地震について、そこで何が起こったのかを知ると
ともに、地震を災害にしない方法を考えます。さらに、個々
の学校周辺地域の地形的な特徴を理解することも目標とし
ます。講義が中心ですが、多くの写真や図、動画を利用して
視覚的に理解できるように準備します。

岡村　眞（防災推進センター客員教授）
松岡　裕美（理工学部准教授）

高知県高知市 6時間 令和2年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 100人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507423号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】メンタルトレーニングの基
礎を学ぶ（運動・スポーツの心理
学）

本講習担当者は、これまで一貫して「心と身体のつながり」
に焦点をあてた実践的な研究を展開してきた。近年はオリン
ピック選手のメンタルサポートを担当している。本講習では、
スポーツ・武道競技選手が試合場面で自己の持つ力を十分
に発揮するために求められる心理的要素は何か、またより
効果的で効率の良い練習やチームづくりを行うためには、ど
のような心理的方法論を用いるべきか等の内容について講
義を行う予定である。課外活動指導のみならず、学校生活
における指導全般に適用可能な講義内容といえる。

矢野　宏光（教育学部教授） 高知県高知市 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 30人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507424号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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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

高知大学
【選択】現在の水産学（病理、育
種分野）

本講義は二本立ての内容である。午前と午後で水産学に関
する異なる研究分野について、現在行われている最新の研
究内容を紹介、概説する。
   １～2限では水族病理分野の話として、養殖場や河川等で
流行している感染症を挙げ、その問題点と課題、新たな取り
組みについて概説する。
　3～4限では魚介類の品種改良について、「ゲノム編集」な
どの例を挙げ、その原理、作成方法、期待される効果、問題
点について概説する。

今城　雅之（農林海洋科学部講師）
関　伸吾（農林海洋科学部教授）

高知県南国市 6時間 令和2年8月18日 教諭
高等学校　（水産

担当）教諭
6,000円 40人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507425号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】第二言語習得論を活かし
た課題解決型言語活動

中・高の連携において大切なことの一つとして、目ざしたい
ゴールの共有化（「自律した言語使用者」）がある。言語学習
者（language learner)から自律した言語使用者(language
user)を育成することを目ざすためには、言語活動を十分工
夫する必要がある。本講習では、インプット、アウトプット、イ
ンターアクションの重要性、動機づけ理論などを第二言語習
得論より考察したうえで、効果的な言語活動の在り方を、タ
スクの特徴を踏まえ検討する。

今井　典子（人文社会科学部　人文社会科学科
国際社会コース教授）

高知県高知市 6時間 令和2年8月19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6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507426号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】身の回りの現象を数学を
用いて解析する

身の回りに起こる現象について、実験を通してデータを集
め、数式化し、それを数学的に解くことにより現象を解析す
るといった数理モデル化の手法について取り扱う。数理モデ
ルに関する理論的な取り扱いやその方法、考察に関する内
容を主として取り扱う。具体的な例はあまり扱わないが、大
学生が実施した数理モデル化やそれを用いた考察例などを
一部紹介する。

加納　理成（教育学部　講師） 高知県高知市 6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校・高等学
校（数学担当）教

諭
6,000円 20人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507427号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】国際経営を多面的に考え
る

本講習では，企業の国際的な活動を中心に，企業内外での
ヒト，モノ，カネ，情報の動きといった多面的な視点から，企
業行動について講義を行なう。現代社会の企業経営におけ
る国際的な活動の現状や課題・解決策などについて，経営
学や会計学の視点から見つめることで，商業科における教
育がどのように企業経営と関わるのか考察する。

深山　誠也（人文社会科学部講師）
山内　高太郎（人文社会科学部教授）
磯田　友里子（人文社会科学部講師）
伊丹　清（人文社会科学部教授）

高知県高知市 6時間 令和2年8月19日 教諭
高等学校（商業

担当）教諭
6,000円 30人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507428号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】南海地震に備える

近づく南海地震に備えるために、まず、地震や津波の発生メ
カニズムについて学びます。次に、最近の世界や日本で発
生した被害地震について、そこで何が起こったのかを知ると
ともに、地震を災害にしない方法を考えます。さらに、個々
の学校周辺地域の地形的な特徴を理解することも目標とし
ます。講義が中心ですが、多くの写真や図、動画を利用して
視覚的に理解できるように準備します。

岡村　眞（防災推進センター客員教授）
松岡　裕美（理工学部准教授）

高知県高知市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 100人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507429号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】英語文学作品で学ぶ言葉
と社会

本講義では、様々な英語文学品（抜粋）の原文と翻訳を読
み、比較する。その目的の1つ目は、英語の読解力を養うと
同時に、英語と日本語の特徴や文学作品を原文で読むこと
の意義を考えることである。2つ目の目的は、文学作品を読
む、言い換えれば、解釈するとは如何なることかを考えるこ
とにある。さらに、英米の歴史や文化についての知識を養
う。

長谷川　雅世（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高等学
校（英語担当）教

諭
6,000円 20人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507430号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】わが国における社会的養
護の現状

学校には、児童養護施設や里親など社会的養護のもとで生
活する子どもも通っている。ただ、そのような社会的養護の
もとで子どもたちがどのように生活しているのかなど実態に
ついてはあまり知られていない。本講習では、社会的養護
に関する施策をふまえた上で、社会的養護に関する基本的
事項について概説する。

三ツ石　行宏（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和2年8月21日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校　教諭
6,000円 25人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507431号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知大学
【選択】保育者のキャリア形成と
保育実践について考える

本講座は、幼稚園教諭免許状所持者を対象としている。こ
れまでの保育者としての自身の仕事や生活を振り返ること
で、どのようにして保育者としての能力を身に付けてきたの
か、そして今後も身に付けていくのかを探っていく。また、新
任保育者への指導方法や園内研修の方法、地域の子育て
支援等について、参加者とも話し合うことで新しい知見を得
る。

川俣　美砂子（教育学部准教授） 高知県高知市 6時間 令和2年8月25日 教諭 幼稚園　教諭 6,000円 30人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507432号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】数学をつくる活動をめざし
た算数の教材開発と学習指導

最近の算数学習指導の研究では、教材研究が疎かになっ
ている。しかし、子どもの主体的・対話的で深い学びを実現
する授業実践のためには、教材研究こそ、小学校教師の最
重要課題である。確かな教材研究を行うためには、まず小
学校教師が数学をつくる活動を体験することが必須である。
本講習では、具体的な教材開発を通して、数学をつくってい
く過程を受講生に体験させ、数学的見方・考え方を体得させ
る。

中野　俊幸（大学院総合人間科学研究科教職
実践高度化専攻　教授）

高知県高知市 6時間 令和2年8月25日 教諭 小学校　教諭 6,000円 25人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507433号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】剣道授業のつくり方（剣道
指導法）

平成24年度から義務教育において武道の必修化が始まっ
た。それを受けて、教育現場ではどのような武道の授業をつ
くるかが求められている。本講習では以下の①～④にポイ
ントを絞り、理論と実習形式で講習を展開する。①剣道授業
の特性、②剣道の専門知識の修得、③剣道の基本技術の
習得、④剣道授業のつくり方。剣道具はすべて貸与。剣道
未経験者の受講も支障なし。運動できる服装と筆記用具の
み持参のこと。

矢野　宏光（教育学部教授） 高知県高知市 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（保健

体育担当）　教諭

6,000円 15人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507434号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】マザー・グースで学ぶ英
語のリズム

英語を習得するためには、英語のリズムを身につける必要
があります。そのために、本講習ではマザー・グースの童謡
を音声を重視して詳しく学びます。また、童謡が書かれた時
代的背景についても適宜触れたいと思います。なお、主な
受講対象者以外の受講は受け入れません。

吉門　牧雄（人文社会科学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年8月25日 教諭
中学校・高等学
校（英語担当）教

諭
6,000円 10人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507435号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】東アジアから見る保育と
家庭科

本講習においては、家庭科教育の保育領域について東アジ
アの視点を導入して学習する。現在、世界の中でも特に東
アジア地域において少子高齢化の進行が早く、深刻な状態
にあるため、日本を含めた東アジア地域一帯では、保育、
子育て、教育等の改革が急ピッチでなされている。そこで本
講習では、東アジアの事例を取り上げながら、日本における
保育、子育て支援、ケア、教育、家族、ジェンダーに関わる
諸問題を相対化して捉えることとする。

磯部　香（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和2年8月26日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校（家庭科担当）

教諭

6,000円 30人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507436号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】小学校教員のための英語
発音トレーニング

この講習は，小学校の教員を対象としたもので，英語音声
理論の概略を学び，それを踏まえて，正しく発音できるよう
になるトレーニングを行う内容となっている。英語の音を正し
く聞き分ける，そして，産出する練習が中心となっている。し
たがってフォニックスなどの指導方法は本講習では扱わな
い。単音や音のまとまりを正しく発音できないとフォニックス
の指導などはできない。この講習は主な受講対象者のみ受
講可能です。

多良　静也（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年8月26日 教諭 小学校　教諭 6,000円 20人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507437号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知大学
【選択】電気回路設計，計測・制
御のプログラミングにおける教材
開発

中学校技術・家庭技術分野及び高等学校工業（電子・情報）
分野における授業づくりについて，教材・教具の開発に視点
をあてて講習を行います．最初に，技術分野における教材・
教具の在り方について解説します．次に、PCを用いた計測・
制御教材を取り上げ，使用方法，取得したデータに基づく電
気回路の設計学習及び計測・制御のプログラミング学習に
ついて解説していきます．さらに，この教材・教具を用いた授
業展開について検討を行い，科学的なものづくり学習の在り
方を追求していきます．

道法　浩孝（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年8月26日 教諭
中学校・高等学
校（技術科・工業

担当）教諭
6,000円 12人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507438号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】肥満症・糖尿病・喘息・イ
ンフルエンザ・性行為感染症・HIV
について

子供に起こる内分泌代謝疾患につき概説し、過食や運動不
足を背景として発症が増加している肥満症、糖尿病の予防
についても解説を加えます。呼吸器は外界とつながり有害
物質などの影響をうけやすい器官です。喘息、インフルエン
ザ、結核など子供に関係する呼吸器疾患、喫煙の害につい
て解説します。増加している性行為感染症およびHIVについ
て概説し、性行動が活発化した背景、および効果的な予防
教育などについても解説します。

大西　広志（医学部講師）
平野　世紀（医学部内分泌代謝・腎臓内科　助
教）

高知県南国市 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 100人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507439号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】情報社会の地理学：交
通・通信の役割を考える

グローバル化、情報社会の進展により、人々のグローバル
な移動、多国籍企業の展開など様々な変化がみられる。本
講習では、現代社会を支える交通・通信の役割を中心に学
び、交通・通信が人口分布や経済立地などの地理的諸事象
に与える影響を考察する。また、特定の地域をとりあげ、交
通・通信の役割を踏まえた動態地誌的な考察方法について
検討する。

佐竹　泰和（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和2年8月27日 教諭
中学校・高等学

校（社会、地理歴
史担当）教諭

6,000円 20人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507440号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】地図の彩色とグラフ理論
入門

有名な四色問題で問題提起し、浮き輪の地図の彩色やグラ
フの彩色、そしてその応用を考える。またその周辺の話題と
して、オイラーグラフやハミルトングラフを考える。

山口　俊博（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年8月27日 教諭
小学校・中学校・
高等学校（数学

担当）教諭
6,000円 20人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507441号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】生活と健康

本講義では喫煙、飲酒などのライフスタイルと健康との関連
性を明らかにし望ましいライフスタイルについて理解を深め
るとともに、それらの知識を児童・生徒が自らの生活に生か
し生活の質を高めることを目的とする。また、心肺蘇生や熱
中症への応急処置についても実習を取り入れながら学習す
る。

幸　篤武（教育学部 講師） 高知県高知市 6時間 令和2年8月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
高等学校（保健
体育担当）教諭・
養護教諭・栄養

教諭

6,000円 30人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507442号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】音楽授業ネタ＆常時活動
～心と身体で遊ぼう、アンサンブ
ルを楽しもう

音楽科における常時活動とは、主として始業時、ごく短時間
（10分以内）で行う音楽活動を言います。一定期間、継続的
に行うことにより、音楽の基礎的・基本的な力をつけることを
ねらいとする活動です。音楽科の授業について悩んでいる
方、楽しい音楽科の授業づくりを学びたい方を対象に、面白
い音楽活動のネタを紹介します。実際の教育現場に役立つ
事例を整理し、音楽科の指導法や子どもの表現への援助に
ついて考えるきっかけとなるでしょう。

金　奎道（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和2年8月28日 教諭
幼稚園・小学校・
特別支援学校

（音楽担当）教諭
6,000円 20人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507443号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】中学校理科指導のヒント
（物理領域）

この授業は主に中学校理科教諭対象です。
エネルギーの意味やその利用および環境問題に関連した
基礎的な内容を学習します。
実験を通じて、体験しながら基本的概念を習得し、応用する
ことをねらいとします。

普喜　満生（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年8月28日 教諭
中学校（理科担

当）教諭
6,000円 10人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507444号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知大学
【選択】共生社会形成にむけたイ
ンクルーシブ教育の動向

本講義では、誰もが生きやすい社会づくり（共生社会形成）
に向けて、教育現場ではどのような実践が考えられるか、イ
ンクルーシブ教育の考え方に基づき、実践プランを考案する
ことを目標とする。そのため、共生社会やインクルーシブ教
育に関する国際的な動向や特別ニーズのある子どもについ
て理解を深めた上で、グループで意見・情報交換を行う。

松田　弥花（教育学部助教） 高知県高知市 6時間 令和2年8月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507445号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】金管楽器基礎講座
金管楽器の発音の仕組みや呼吸法、基礎的な演奏技術に
ついて見直し、授業において金管楽器を扱う際や生徒指導
（部活動）における適切な指導法について考察する。

梶原　彰人（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和2年9月5日 教諭
中学校・高等学
校（音楽担当）教

諭
6,000円 8人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507446号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】初めてのダンス・表現・
フィットネス

初めて子どものダンスや身体表現にトライされる初心者の
方を想定した入門向け講習会です。障害児童を含めた子ど
ものダンス・身体表現に関する基礎知識の確認と、文部科
学省の動向などを踏まえた情報を提供させていただきます。
さらに、健康づくりを目的としたフィットネスを行い、心身の健
康づくりを担う養護教諭の職務にも役立つ講座です。1限目
は講義、2限目以降は実技です。冷暖房エアコン完備のダン
ス室にて実技は行います。室内シューズ・水やタオル・筆記
用具を持参して受講ください。

常行　泰子（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和2年9月5日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・中
学校・高等学校
（保健体育担当）
教諭・特別支援
学校教諭・養護

教諭

6,000円 12人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507447号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】国民福祉の経済学：歴史
的考察～日本の現状

基本的な経済学の概念と知識の習得を目指す。具体的に
は、需要や供給はどのような仕組みを持つのか、需要と供
給とが出会う市場はどのような構造を持つのか、という点に
関する基本的な考察を行う。次いで、そのような市場取引に
よって決定される経済状態と社会の厚生・福祉との関係（過
去～現代理論）を検討してゆく。

山崎　聡（教育学部准教授） 高知県高知市 6時間 令和2年9月5日 教諭
中学校・高等学
校（社会・公民担

当）教諭
6,000円 25人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507448号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】暗記に頼らない古典文法

生徒の古典嫌いの要因の一つに「暗記することが多い」こと
が挙げられるが、古文の読解に最低限の知識が必要とされ
るのも確かである。本講習では、動詞・形容詞・助動詞の活
用などの暗唱に頼りがちな項目を対象として、その由来を遡
り、あるいは古典文法以降の展開を追うことにより、無味乾
燥な文法事項を「覚えずに理解する」方法を考えていきた
い。

北﨑　勇帆（人文社会科学部講師） 高知県高知市 6時間 令和2年9月12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6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507449号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】小学校理科の指導のヒン
ト

小学校で行われる理科指導について、学習指導要領をもと
にした理科授業の基本的な考え方の考察や、実際に実験
や観察を体験しながらの模擬授業を行ないます。これらの
講習を通して、具体的な理科授業実践のヒントを明確にして
もらいます。筆記用具、小学校学習指導要領理科編をご持
参下さい。

中城　満（教育学部准教授） 高知県高知市 6時間 令和2年9月12日 教諭
小学校（理科担

当）教諭
6,000円 20人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507450号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】海洋の物理学と微生物学

・海流、潮汐、波浪など、海水の動きについて概説する。ま
た、海洋観測の進展について話題を提供する。
・海洋ウイルスの生態学的役割について概説する。また、科
学分野における国語（読解・表現の技術）について話題を提
供する。

長崎　慶三（農林海洋科学部教授）
寄高　博行（農林海洋科学部教授）

高知県南国市 6時間 令和2年9月12日 教諭
中学校・高等学
校（理科担当）教

諭
6,000円 20人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507451号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】予想して証明する探究的
な数学学習

本講習では，数学の授業で探究的な学習を展開するための
題材について，その背景にある理論や知識にも触れながら
紹介します。特に，数学の探究における「予想」に焦点を当
てて，生徒が自ら予想を立て，それを証明していく授業をね
らいとします。なお，高校数学の内容も講習では取り扱いま
すので，ご了承ください。

袴田　綾斗（教育学部助教） 高知県高知市 6時間 令和2年9月19日 教諭
中学校・高等学
校（数学担当）教

諭
6,000円 30人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507452号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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種
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高知大学
【選択】小学校体育のこれからの
取り組み

学習指導要領が改訂され、体育の授業について、これまで
の体育を概観しながら、これから目指される学習について、
学修していく。また「よい体育授業」や教材づくりについても
学習していく。小学校教諭で体育が不得手であったり、体育
授業をよくしたいと考えている先生方は歓迎します。

宮本　隆信（教育学部准教授） 高知県高知市 6時間 令和2年9月19日 教諭
小学校（体育担

当）教諭
6,000円 25人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507453号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】学校メンタルヘルス

①児童・思春期のメンタルヘルス（1）：児童・思春期に好発
する精神疾患について
②児童・思春期のメンタルヘルス（2）：発達障害および愛着
障害の基本的な理解と対応について
③子どもの発達・心理支援：発達検査、心理検査などから子
どもの状態をアセスメントし、それに基づく対応・支援のあり
方を説明する。

永野　志歩（高知医療センター児童精神科科
長）

高知県南国市 6時間 令和2年9月19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 90人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507454号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】生徒のメタ認知活動を基
盤とした理科学習指導のあり方

新学習指導要領では、科学的な見方や考え方を働かせな
がら、メタ認知能力を育成する学習指導を計画的に取り入
れることとしています。本講義では、「メタ認知」を鍵概念とし
て、「動機づけ」、「学習方略」、「学力」の関係について明ら
かにし、さらに、生徒のメタ認知活性化の視点からアクティブ
ラーニング型理科授業の具体について提案します。

草場　実（教育学部准教授） 高知県高知市 6時間 令和2年9月26日 教諭
中学校・高等学
校（理科担当）教

諭
6,000円 10人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507455号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】世界の諸民族の音楽から
ポピュラー音楽への展開

20世紀に伝統・民族音楽をとりまく環境がマスメディアの発
展と相俟って、大きく変貌を遂げた。その実態の理解を目指
す。世界の諸民族の音楽から、韓国のサムルノリ、中国の
古典楽器と女子十二楽坊、インドネシアのガムランやケチャ
を紹介する。また、日本の事例として沖縄のポピュラー音楽
を取り上げる。映像や音源を視聴しながら、音楽のポピュ
ラー化について考察する。なお、携帯電話・スマホ以外で時
間を確認できるもの（腕時計等）を必ず各自で持参してくださ
い。

高橋　美樹（教育学部准教授） 高知県高知市 6時間 令和2年9月26日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校（音楽

担当）教諭

6,000円 18人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507456号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】養護－子どもが発する身
体的・精神的サインへの対処法
－

本講座では、子どもの心と体にかかわる、１.思春期精神疾
患、２.応急処置、３.食育の３テーマについて、最新情報を交
えた講習を行なう。
１.は、自閉スペクトラム症、うつ病、食行動異常など児童・思
春期精神疾患について学習し、児童の心と行動に関する知
識と広い視野をもつことを目標とする。
２.は、アレルギー疾患、痙攣性疾患、心疾患などの基礎疾
患を有する児童に対する応急処置を中心に学習することを
目的とする。
３.では、最近の食育活動の現状について地域内での多職
種連携を図っている身近な事例を中心に紹介する。

久保田　賢（農林海洋科学部教授）
久川　浩章（医学部准教授）
永野　志歩（高知医療センター　児童精神科科
長）

高知県南国市 6時間 令和2年9月26日
養護教

諭

小学校・中学校・
高等学校　養護

教諭
6,000円 48人

令和2年6月2日～
令和2年6月9日

(備考　6/2は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507457号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】中学校理科指導のヒント
（地学領域）

地学領域を深く学び、中学校理科での指導上のヒントに資
する。鉱物結晶が持つ規則正しい形状を観察すると共に、
Web教材「水の状態変化」等を利用し、固体・液体・気体に対
する原子レベルでの理解を深め、授業に活用される可能性
を探る。また，地球や月・惑星の様子を立体的に表示するこ
とのできる教材「ダジック・アース」について学び、授業に活
用される可能性を探る。

赤松　直（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年10月31日 教諭
中学校（理科担

当）教諭
6,000円 16人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507458号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】近年の日本近世史研究と
歴史教育

日本近世史の近年の研究動向を紹介します。キーワードと
しては、「ドラマ」、「女性」、「書物」、「災害」などを挙げること
ができます。これらの言葉を切り口として、最新の研究成果
について考えながら、歴史教育との関連を検討していきま
す。

望月　良親（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和2年10月31日 教諭
中学校・高等学
校（社会科・日本

史）教諭
6,000円 50人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507459号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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高知大学 【選択】健康と看護

本講義では、最近の医療や看護の動向から人々の健康に
影響を与える諸因子について理解を深める。また、健康な
生活を送るための医療者の役割や支援について考える。さ
らに、よりよい看護実践を行うために看護の中核概念につ
いての知見を深め、実践への適応について考える。

松本　智津（医学部看護学科　准教授）
笹岡　晴香（医学部看護学科　准教授）
大坂　京子（医学部看護学科　教授）
齋藤　美和（医学部看護学科　講師）

高知県南国市 6時間 令和2年10月31日 教諭
高等学校（看護

担当）教諭
6,000円 10人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507460号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】小学校家庭科における
ICTの効果的な活用方法

社会の情報化の急速な進展に伴い、学校教育においても
ICTを活用した21世紀にふさわしい学校づくりが求められて
おり、授業においてはデジタル教材やデジタル教科書を念
頭においた学習方法の開発が重要であり、デジタルの特徴
を活かした学習教材の作成が教員に求められるスキルとい
える。そこで、本講習では、家庭科授業における電子黒板と
タブレット端末の活用方法について概説するとともに、タブ
レット端末を活用したアクティブラーニングの授業について
演習を行う。

小島　郷子（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年11月7日 教諭 小学校　教諭 6,000円 10人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507461号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】遺伝子はどんな風に生命
現象を支えているか？

現在の高校生物には多すぎるほどの遺伝子が登場します。
しかし，遺伝子が具体的にどのように生命活動を支えている
のか，教科書の記述から実感するのは難しいと思います。
本講義では，教科書に出てくる遺伝子の例を取りあげ，それ
らの遺伝子が生命活動を支える仕組みを研究者がどう解明
したか（実験のデータなど）を簡単に講義します。その上で，
データを元にして受講生の皆様とディスカッションをしたいと
思います。

藤原　滋樹（理工学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年11月7日 教諭
高等学校（理科

担当）教諭
6,000円 30人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507462号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】平等･自由･権利･伝統の
教え方

公民教育は小学校の高学年からスタートします。公民教育
の基本となるのは権利･平等･自由･義務などの概念です
が、とくに小学生にそれらの概念を教えるさいには、それら
がどのような概念であるかを教師の側があらかじめ正確に
理解している必要があります。この講義では、あわせて、そ
れらの概念を具体的にどのように教えたらよいかの考察を
おこないます。中学･高校における公民教育の参考にもして
いただける講義を予定しています。

原崎　道彦（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年11月7日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校（社会
科担当）教諭

6,000円 40人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507463号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】南海地震に備える

近づく南海地震に備えるために、まず、地震や津波の発生メ
カニズムについて学びます。次に、最近の世界や日本で発
生した被害地震について、そこで何が起こったのかを知ると
ともに、地震を災害にしない方法を考えます。さらに、個々
の学校周辺地域の地形的な特徴を理解することも目標とし
ます。講義が中心ですが、多くの写真や図、動画を利用して
視覚的に理解できるように準備します。

岡村　眞（防災推進センター客員教授）
松岡　裕美（理工学部准教授）

高知県高知市 6時間 令和2年11月14日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 100人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507464号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】統計学の基礎

高等学校新学習指導要領「データの分析」、「統計的な推
測」、中学校学習指導要領「データの活用」の背後にある統
計推測と検定の基礎について学びます。母集団と標本、統
計的推測の概念を導入し、標本調査及び推定量の良さの概
念について考えます。この過程で、政府統計の例を紹介し、
幾つかの推定量について、その性質を調べます。また、統
計的な仮説検定について、その方法と棄却域を決めるため
の原理について学びます。

野村　昇（理工学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年11月14日 教諭
中学校・高等学
校（数学担当）教

諭
6,000円 40人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507465号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】『論語』解釈と絶句鑑賞

午前中は、『論語』の読み方の例示と練習。まず1つの章を
例に読み方を講義した後、それをもとに別の章について、講
師が示す資料等をもとに受講生のグループごとに検討をし
ます。午後は絶句をいっしょに読んで行きます。

玉木　尚之（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年11月28日 教諭
中学校・高等学
校（国語担当）教

諭
6,000円 24人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507466号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知大学 【選択】西洋美術の鑑賞と表現

ルネッサンスから現代までの西洋美術を鑑賞し、また鑑賞
に関連した制作を行うことで、鑑賞と表現が表裏一体の関
係にあることを体験する。ルネッサンス美術では、ダ・ヴィン
チやボッティチェリなどと、その背景にある古典美術との関
係、現代美術ではピカソなどをとりあげる。鑑賞するときにポ
イントや時代背景(DVD資料の鑑賞）、伝統の継承と展開に
ついて考察する。中等美術科免許状取得者の方のみお申
込みください。

中村　るい（教育学部准教授） 高知県高知市 6時間 令和2年11月28日 教諭
中学校・高等学
校（美術担当）教

諭
6,000円 20人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507467号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】小学校・図画工作科にお
ける指導上のポイント

受講生が日頃から抱えている図画工作にかかわる問題点
や課題をふまえ、教員向けの基礎的な造形演習を交えなが
ら、図画工作教育についての講義を行います。また、日本の
美術教育及びドイツの造形教育における具体的な教育内容
に触れながら、図画工作教育における指導上のポイントに
ついて考察します。鉛筆（４Ｂ）、水彩絵具一式、はさみ、カッ
ター、コンパス、のり、定規（３０cm）を持参してください。本
講習は、小学校教諭免許状取得済の方を対象とした内容で
す。

金子　宜正（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年12月6日 教諭
小学校（図画工
作担当）教諭

6,000円 22人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507468号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】野外歴史劇とローンボウ
ルズをとおして考えるイギリス帝
国史

20世紀初頭にイギリスを中心に地域おこしイベントとして開
催ブームの様相を呈した野外歴史劇（パジェント）と、数百年
にわたってイギリス人の娯楽として親しまれ19世紀以降のイ
ギリス帝国の展開とともに世界各地に広まったローンボウ
ルズをとおして、イギリス帝国=コモンウェルス史の概要とそ
の研究／教育に資するてがかりについて論じる。

川本　真浩（人文社会科学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年12月6日 教諭
中学校・高等学
校（社会・地理歴

史担当）教諭
6,000円 20人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507469号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】植物を素描する

美術の実技としてデッサン力の養成を行う。改めて物を視る
姿勢を培いながら、各々の感性に基づき作品完成度を高め
る。自然物（植物）から造形的な美しさや生命感等を捉え、
作品にそれらを反映させる。精神的及び創造的な要素をも
追求する豊かな作品に仕上げる。

土井原　崇浩（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和2年12月12日 教諭
中学校・高等学
校（美術担当）教

諭
6,000円 16人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507470号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】教科書の古文教材・教材
研究と授業化の観点

本講習では中・高等学校の国語教科書に収録されている古
文作品を教材として扱う。１～３時限目は①古典文学研究
の成果を踏まえた教材研究の観点と②国語科教育学研究
の成果を踏まえた授業化の観点を提示する。それらの観点
をもとに4時限目には、任意の教材をもとに各グループで単
元案を作成してもらう。

武久　康高（教育学部准教授） 高知県高知市 6時間 令和2年12月12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9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507471号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】日本の森林資源の現状・
利活用と森林資源管理の理論

中学校および高校の理科教育において、森林を環境問題
の解決に資する生物資源としてとらえ、その育成管理手法
を理解することを目的とする。まず1限と2限では、日本の森
林資源の現状を紹介し、二酸化炭素固定効果やバイオマス
資源としての性質や利活用の状況を解説する。3限と4限に
おいては人工林管理の基礎となる密度管理の基本と、樹木
の測定方法について解説を行う。

鈴木　保志（農林海洋科学部・准教授）
守口　海（農林海洋科学部・講師）

高知県南国市 6時間 令和2年12月12日 教諭
中学校・高等学
校（理科担当）教

諭
6,000円 30人

令和2年9月8日～
令和2年9月15日

(備考　9/8は、令和2年
度期限者の優先予約

日)

令02-
10075-
507472号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

福岡教育大学
【選択】メディア・リテラシーを育む
教材開発

メディア・リテラシーは現代社会を生きる人びとにとって不可
欠な能力であり，メディア・リテラシーを育むための方法を知
ることは小学校や中学校の教員に求められています。そこ
で，本講習ではメディア・リテラシーについて，理論と実践の
両面から学ぶことを目的とします。また，本講習を通じて，受
講生自身のメディア・リテラシーを高めることを目指します。
受講対象者は小学校・中学校教諭です。

寺岡　聖豪（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508804号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学 【選択】絵本と子ども

　絵本は子どもにとって人生で最初の文学体験であると共
に、芸術体験でもある。子どもは絵本を通して大人や友達と
物語の世界を共有し、ファンタジーの中で人生にとって大切
なことを体験する。保育者は日々の保育の中で子ども達と
様々な絵本体験を積み重ね、遊びの世界を豊かなものとし
ている。絵本は保育にとってかけがえのない児童文化財で
ある。本講習では絵本における子ども観を観点に、様々な
絵本を分析することを通して、保育者の絵本を見る目を豊か
なものとすることを目指す

船越　美穂（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月2日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508805号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】金属を用いた造形表現
〜錫（すず）で作るコースター

○伝統的造形技法である，鋳金技法を用い，コースターを
制作します。制作を通し，素材感を活かした表現や，創意工
夫して作品を作り出す能力を高めます。
○講習では，素材の特性や，技法についての講義，金属素
材を用いたワークショップなどの実例紹介から，様々な表現
方法の可能性を探ります。

石上　洋明（教育学部助教） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月26日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508806号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】金属を用いた造形表現
〜錫（すず）で作るコースター

○伝統的造形技法である，鋳金技法を用い，コースターを
制作します。制作を通し，素材感を活かした表現や，創意工
夫して作品を作り出す能力を高めます。
○講習では，素材の特性や，技法についての講義，金属素
材を用いたワークショップなどの実例紹介から，様々な表現
方法の可能性を探ります。

石上　洋明（教育学部助教） 福岡県宗像市 6時間 令和2年10月3日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508807号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】スクールリーガルマインド
と教育裁判

授業中の事故やいじめ等、学校における様々なトラブルが
裁判所に持ち込まれるなかで、教員のリーガルマインドが必
要不可欠となっている。そこでスクールリーガルマインドを養
うために、教育法規の基礎を押さえた上で、教育裁判例を
参考にしつつ、児童・生徒や保護者への対応について演習
等をまじえた講習を行う。

河内　祥子（教育学部准教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月9日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508808号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】スクールリーガルマインド
と教育裁判

授業中の事故やいじめ等、学校における様々なトラブルが
裁判所に持ち込まれるなかで、教員のリーガルマインドが必
要不可欠となっている。そこでスクールリーガルマインドを養
うために、教育法規の基礎を押さえた上で、教育裁判例を
参考にしつつ、児童・生徒や保護者への対応について演習
等をまじえた講習を行う。

河内　祥子（教育学部准教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年10月3日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 40人
令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508809号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】現代の親子関係の心理
学的理解

現代社会における親子関係の特徴を、臨床心理学の理論と
照らし合わせつつ、学校教育と密接に関係してくる局面を中
心に概観する。それによって自らが直面している具体的な
教育現象・教育課題への理解と対処に関する発想を得て、
現場実践に還元することを目標とする。受講者には、あらか
じめ各自が現場において問題として意識している事柄につ
いて具体的に想定し、できればまとめておくことが求められ
る（複数可・様式自由・提出は求めない）。それらの事柄へ
の対処としてどのような発想を得ることが出来たかが筆記試
験の内容となる。

中島　義実（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月2日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 105人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508810号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学
【選択】現代の親子関係の心理
学的理解

現代社会における親子関係の特徴を、臨床心理学の理論と
照らし合わせつつ、学校教育と密接に関係してくる局面を中
心に概観する。それによって自らが直面している具体的な
教育現象・教育課題への理解と対処に関する発想を得て、
現場実践に還元することを目標とする。受講者には、あらか
じめ各自が現場において問題として意識している事柄につ
いて具体的に想定し、できればまとめておくことが求められ
る（複数可・様式自由・提出は求めない）。それらの事柄へ
の対処としてどのような発想を得ることが出来たかが筆記試
験の内容となる。

中島　義実（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年10月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 110人
令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508811号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】学校における自殺予防教
育

　平成28年4月に施行された自殺対策基本法の改正により、
基本的施策の第17条〔心の健康の保持に係る教育・啓発の
推進等〕②において、学校においても児童・生徒等の心の健
康の保持に係る教育・啓発を行うよう努めることが明記され
ました。
　本講習では、自殺予防教育の法的根拠、学校における子
どもの自殺予防の評価や介入、対策、関係機関との連携に
ついて、理解を深めたうえで、SOSの受け止め方などを含め
た自殺予防教育について演習します。

岩橋　知子（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭

6,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508812号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】社会的認知の心理学：人
間は他者をどのように見ている
か？

　人間は，自分が持つ「フィルター」を通して他者を見ます。
この「フィルター」は対人情報処理の省力化において重要な
役割を果たしていますが，時に大きな「歪み（認知バイア
ス）」も産み出します。本講習では，印象形成，原因帰属と帰
属バイアス，ステレオタイプと偏見，集団間関係と差別等の
トピックを取りあげ，それらのトピックと関連する簡単な実験
を通して，この「フィルター」と「認知バイアス」を経験していた
だきます。

笹山　郁生（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養

護教諭
6,000円 40人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508813号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】言語に特別な支援を要す
る子どもの理解と指導

言語とその障害、言語に障害のある子どもの指導法につい
て理解し、そのような子どもの指導・支援における通常の学
級の教師による支援・連携のあり方について考える。本講
習でとり上げる言語障害は、吃音（発話の流暢性の障害）、
構音障害（発音の誤り、不明瞭さの障害）が主である。

見上　昌睦（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月9日
教諭

養護教
諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養

護教諭
6,000円 60人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508814号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】発達障害児の理解と支援
について

児童・生徒の心と行動の発達とその支援について解説し、
LD、ADHD、自閉症スペクトラム障害、知的障害などの発達
障害児の抱える支援ニーズについて明らかにする。そして、
教育フィールドにおける発達障害のある児童・生徒に有効な
アセスメント法、手立ての設定と導入法について提示する。

熊谷　亮（障害学生支援センター講師） 福岡県宗像市 6時間 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
支援学校教諭、
養護教諭（基礎
的な内容を望む

者）

6,000円 105人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508815号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】幼小接続期の読むこと
（読書）指導

絵本の読み聞かせから小学校入門期の読むことの学習へ，
連続性と系統性を意識しながらスムーズに繋いでいくあり方
について学びます。
幼児教育と小学校教育のそれぞれの視点を持った教諭の
意見交換を行います。

山元　悦子（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年9月5日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 40人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508816号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】古典文学研究―江戸時
代小説を手がかりにして

江戸時代の小説の面白さには、平安・鎌倉時代などの古典
文学や説話・伝説をもとに新たな世界を作り出すことや、現
代まで知られる話の源流となっていることなどがあり、生徒・
児童が古典文学に興味を持つヒントがあるように見受けら
れる。本講習では、古典文学を内容に取り入れた作品や、
江戸時代の説話的文学を読むことを通じて上のような事柄
を考える。また、くずし字解読の体験も行う。

菊池　庸介（教育学部教授） 福岡県宗像市 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

国語科教諭
6,000円 40人

令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508817号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学
【選択】小学校国語科「読むこと」
の基礎

小学校国語科「読むこと」領域（〔思考力，判断力，表現力
等〕の「Ｃ　読むこと」領域）の学習指導について，基礎的な
事項を整理します。
「読むこと」についての基礎的な把握をふまえ，文学的文章
教材と，説明的文章教材の指導のあり方について考えま
す。音読・朗読については取りあげません。
具体的に考えるために，文学的文章教材と説明的文章教材
の教材研究をおこない，習得させるべき国語学力と授業像
について考えます。
基本的には，講義の形態でおこないます。

河野　智文（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校教諭（基
礎的な内容を望

む者）
6,000円 60人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508818号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】日本の近現代の小説・評
論を読む

「文学的な文章」「論理的な文章」さらにそれらと関連させつ
つ「実用的な文章」を読む方法について考察するために，近
現代の小説を取り上げ，テキストを分析的に〈読む〉方法に
ついて考察します。また現行の高等学校国語教科書に再録
された「論理的な文章」としての評論をサブテキストとして扱
います。（１）村上春樹「タイランド」（２）小川洋子「フィクション
の役割」について取り扱います。

久保田　裕子（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

国語科教諭
6,000円 60人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508819号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】人権概念の歴史～思想
史的観点から

「人権」について教育する上では、単に「人権」の重要性を強
調するだけではなく、「人権」概念が歴史的にどのように形
成されてきたか、またその重要性のみならず限界に関しても
認識しておく必要がある。古典古代から近代、そして現代に
至る人権概念について、思想史的変遷について考察し、実
際に人権教育にあたる教諭として奥深い知識を身に付ける
ことを目的とする。

谷本　純一（教育学部准教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年6月28日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508820号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】社会科教育の趨勢

「社会形成社会科」，「市民社会科」など，主権者としての資
質育成を目指す社会科教育の趨勢について学ぶ。社会科
における真正な学び，活用の他，新教育課程における「資
質･能力」育成のための「見方･考え方」，「パフォーマンス評
価」及び「カリキュラム・マネジメント」等についても言及し，社
会科学習をデザインするための新たな方法を明らかにした
い。その際，授業設計にとどまらず，問い方，ワークシート作
成などの工夫についても実例を通して紹介したい。

豊嶌　啓司（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年7月19日 教諭
小学校教諭、中
学校社会科教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508821号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】中国史から見た日中交流
史～古代・中世～

日本は海を通じて東アジア世界とつながっており、歴史上、
様々な場面で交流をしてきた。本講習では日本史上の事
象・人物のうち、東アジア世界との交流に関係の深いものを
取り上げ、東アジア全体の歴史の視点から、その交流の在
り方を見ていく。日本史上の事象や人物が、東アジア世界
の動向とどのように結びついているのかを知ることで、児
童・生徒に対して、より広い視野での歴史を理解させること
ができると考える。

杉村　伸二（教育学部准教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年6月27日 教諭

小学校教諭、中
学校社会科教

諭、高等学校地
理歴史科教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508822号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】地理的思考力・表現力を
培う小学校社会科の地域学習と
国土学習

全面実施された小学校学習指導要領では，小学校から高
等学校までの社会の一貫性が重視されている。そこで，中
学校社会科との連携を視野に入れた小学校社会科の学習
指導について，中学年の地域学習と第5学年の国土構造お
よび産業構造の学習のポイントについて整理する。
地理的パースペクティブを活かした思考力・表現力を高める
授業実践へ向けた，教材の提示や指導方法の解説を行う。
小学校3学年より給与される地図帳の使い方にも言及する。

石丸　哲史（教育学部教授） 福岡県宗像市 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

6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508823号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

167 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学
【選択】中学校社会科における空
間概念と地理的思考力・表現力

令和３年度全面実施をひかえた中学校学習指導要領を見
据え、中学校社会科地理的分野の学習指導に必要とされ
る、位置や分布、場所、人間と自然環境との相互依存関
係、空間的相互依存作用など、空間概念、地域の持続可能
な社会づくりについて解説する。

石丸　哲史（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小学校教諭、中
学校社会科教諭

6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508824号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】新学習指導要領における
算数科教育

平成２９年改訂の小学校学習指導要領算数科の趣旨を踏
まえ、数学的活動、数学的な見方・考え方の捉え方や、具体
的な指導上の留意点について解説します。
　また、深い学びを意識した教材研究の演習も行います。

清水　紀宏（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年6月14日 教諭 小学校教諭 6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508825号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】新学習指導要領における
数学科教育

平成２９年改訂の中学校学習指導要領数学科の趣旨を踏
まえ、数学的活動や数学的な見方・考え方の捉え方や、具
体的な指導上の留意点について解説します。
　また、深い学びを意識した教材研究の演習も行います。

清水　紀宏（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校数学科教

諭
6,000円 50人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508826号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】数学科教材に関する考察
（数学的帰納法と整数の性質に
ついて）

数学科の教科内容およびその専門的背景に関する講義･演
習を通して，数学科の教材に対する理解を深め，教科指導
の背景となる専門的知見を広めます。
この講習では，数学的帰納法の原理を確認し整数の基本的
な性質に関する証明を積み重ねながら教科内容について考
察します。整数の専門的な話題には必要以上に踏み込ま
ず，高等学校までの数学科の内容に関連する話題に限定し
て講義・演習を行います。

原　卓哉（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508827号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】小学校理科授業の基礎

小学校理科授業についての基礎的理解を深めるとともに，
新たに取り上げられるようになってきた教材･教具に精通す
る。授業については，児童の主体的，対話的で深い学びを
大切にする小学校理科授業の具体的事例に触れながら，
理科授業に自信を持って取り組むことができるようにする。
教材･教具としては，月の満ち欠け説明器などに触れる。安
全に関する重要事項についても理解を深めたい。

森藤　義孝（教育学部教授）
甲斐　初美（教育学部准教授）

福岡県宗像市 6時間 令和2年8月2日 教諭
小学校教諭（理

科：基礎的な内容
を望む者）

6,000円 20人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508828号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】やさしい観察・実験のコツ
「小学校理科の生命・地球」

○生命領域：生き物を使う観察・実験は，その入手や維持管
理から難しく，さらに実験しても思うように行かなくて困ること
が多いです。しかし簡単なコツをつかむことで解決します。そ
のようなコツの紹介とともに，学校での教材研究用に生物教
材などを提供します。
○地球領域：望遠鏡の仕組みや構造の解説と実際の扱い
方の実習をします。天候次第で実際の太陽の観察または地
表風景の観察練習をします。また、一般の教室内で使える
パソコンの天文ソフトに関する紹介とその活用方法の練習も
する予定です。

西野　秀昭（教育学部教授）
金光　理（教育学部教授）

福岡県宗像市 6時間 令和2年6月20日 教諭
小学校教諭（基
礎的な内容を望

む者）
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508829号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】教師のための情報技術活
用～PowerPoint による DIY 工作
入門～

○PowerPointを活用したDIY工作（ブンブンごまのデザイン・
加工・組立・操作・記録等の一連の工程）を通じて、各教科
の学びの場面で、主体的・対話的で深い学びの視点から、
見通しをもって、粘り強く取り組む力や自分の学びを振り返
り、次の学びや生活に生かす力を具体的な活動を通じて学
べます。また、周りの人たちと共に考え、学び、新しい発見
や豊かな発想が生まれる授業、そして得た知識に実感が持
てる授業を教師がどの教科においても連想できる内容で
す。
○普通教室及び教員用パソコンの活用につながるWebカメ
ラを使用します。
○ICT活用について簡単な講義を行います。

古川　健一（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月10日 教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

（パワーポイント
中級以上、ものづ

くりを希望する
者）

6,000円 35人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508830号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学
【選択】教師のための小学校プロ
グラミング教育入門　～アイデア
を形にする楽しさを実感～

　小学校におけるプログラミング教育の考え方、取り組み方
を講義と演習を通じて解説します。日常生活の中からプログ
ラムの基礎「順次」「分岐」「反復」による組み合わせを見つ
け、プログラミング的思考力育成につながる取り組みを考え
ます。プログラミング環境として、Scratch3.0およびSmall
Basic1.2を使用します。

古川　健一（教育学部教授） 福岡県宗像市 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6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508831号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】教師のための情報技術活
用入門～パワーポイント初級～

　プレゼンテーションソフトPowerPoint2019の基本操作を習
得し、簡単なスライドの作成から教材作成に応用できるよう
に、教師自ら情報技術を活用できる能力を育成することを目
標とする。パソコンを用いた実習形式とし、Windows10、
PowerPoint2019を中心に使用する。講習で作成したスライド
を使用して、発表する予定である。

古川　健一（教育学部教授） 福岡県宗像市 12時間
令和2年8月20日～
令和2年8月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

（パワーポイント
の基本操作を中
心とした内容を希

望する者）

12,000円 35人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508832号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】小学校および中学校のエ
ネルギー領域と粒子領域

小学校・中学校理科のエネルギー領域・粒子領域における
基礎および応用的な内容の実験・演習を実施し，生活や自
然現象との関りについて解説する。
○エネルギー領域では，放射線（例，基礎と霧箱），エネル
ギー変換（例，磁石の基礎と応用など）に関する実験・演習
をおこなう。
○粒子領域では，身のまわりの科学に関連した内容として，
１）物質の状態変化，２）結晶の生成，３）視覚・嗅覚で捉え
る化学変化，４）色素の性質と光，を取り上げ，実験・演習を
おこなう。

宇藤　茂憲（教育学部教授）
伊藤　克治（教育学部教授）

福岡県宗像市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校教諭、中
学校理科教諭

6,000円 20人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508833号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】指揮法とスコアの読み方

第1,2日目は「サイトウ・メソード」で知られる指揮法の基礎を
確認し、同時にスコアの読み方について学習します。第2,3
日目は福岡教育大学生による器楽アンサンブルを指揮しま
す。学校の授業はもとより、課外活動の指導等に役立つ内
容を用意しておりますので、中学校・高等学校音楽科教諭
が対象の中心になろうかとは思いますが、楽典の知識があ
れば小学校教諭の方も中学校・高等学校で音楽以外の教
科の方も歓迎いたします。

原田　大志（教育学部准教授） 福岡県宗像市 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・
高等学校教諭

18,000円 35人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508834号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】声楽発声法基礎

歌唱指導において,声楽発声技術の習得は必要不可欠であ
ります。この講習では主として,基礎的な発声法を習得するこ
とを目標とします。教材については日本歌曲・ドイツ歌曲を
取り上げ,演奏技術の向上を図ると同時に,それぞれの歌曲
演奏に必要な発音技法についての指導を行っていきます。
また,学校現場で必要とされる歌唱指導について歌唱共通
教材や合唱曲を用いて講習を行います。

原　尚志（教育学部准教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年6月28日 教諭
中学校音楽科教

諭
6,000円 15人

令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508835号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】小学校音楽科教育法基
礎

小学校音楽科教育における学習指導の基礎的事項に関す
る講義、及び指導実践に関する演習をおこなう。講習内容
の概要としては，学習指導要領の目標・内容等を踏まえな
がら、実技演習を含む教材研究を通して音楽科の授業づく
りの実際について学ぶ。（楽器については、各自ソプラノリ
コーダー・鍵盤ハーモニカを持参のこと）

山中　和佳子（教育学部准教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年6月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508836号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】描画実技指導入門

図画工作科の描画に関する内容を扱う。基礎的な描画内容
を取り上げ、実技指導の観点を再確認する目的で、制作に
よる演習を通して習得を図る。図画工作科の教科書の内容
に準拠して、道具の使い方や題材の制作方法について触
れ、作品を制作していく。取り上げる題材は、水彩絵の具の
使い方、クロッキー、墨あそび、チョークアート等となる。

加藤　隆之（教育学部准教授） 福岡県宗像市 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6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508837号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学 【選択】描画材料入門

描画に使用する材料に関する内容を扱う。本講習を通して
材料の知識と扱い方を身につけ、教材研究力の向上を目指
す。基本的な材料の紹介や絵の具の組成について触れ、演
習を通して理解を深める。さらに講習内で自作した描画材を
用いて、参考作品を制作する。
活動の内容は、土からの顔料作り、水彩等の絵の具作り、
題材の考案と参考作品制作をおこなう。

加藤　隆之（教育学部准教授） 福岡県宗像市 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

美術科教諭
6,000円 24人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508838号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】錫を溶かしてつくる宝物

金属での造形表現の中で、教材として扱われることが少な
い鋳造による宝物づくりを行います。自分で作ったものを大
切にとっておく、その宝物としてつくるものは、メダルと顔の
表情をモチーフにしたテーブルオーナメントです。
専門性の高い鋳造作業を、出来るだけ簡単に分かりやすい
教材にしました。
鋳造による教材の可能性を体験してみてください。

宮田　洋平（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年6月21日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

美術科教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508839号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】錫を溶かしてつくる宝物

金属での造形表現の中で、教材として扱われることが少な
い鋳造による宝物づくりを行います。自分で作ったものを大
切にとっておく、その宝物としてつくるものは、メダルと顔の
表情をモチーフにしたテーブルオーナメントです。
専門性の高い鋳造作業を、出来るだけ簡単に分かりやすい
教材にしました。
鋳造による教材の可能性を体験してみてください。

宮田　洋平（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年10月25日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

美術科教諭
6,000円 30人

令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508840号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】色彩入門　ー講義と実
習ー

色のしくみや働き、配色など色彩の基礎について解説しま
す。さらに、混色の原理に基づいたぶんぶんゴマの制作や
色彩イメージ構成作品の制作を行います。これにより、児童
に対する指導内容についての理解を深め、今後の色彩指導
に活かすことを目指します。

篠原　利朗（教育学部教授） 福岡県宗像市 12時間
令和2年6月27日～
令和2年6月28日

教諭 小学校教諭 12,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508841号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】木の食器をつくろう

　かたちを限定し、普段自分たちが使うための道具を作ると
いう、単純で素朴なものつくりです。自由な発想で新しいか
たちやものを生み出すものづくりではありません。素材と向
き合い道具を使って自らの手で作り上げることは、自ら考
え、感じることを必要とするとても奥深いことです。

千本木　直行（教育学部教授） 福岡県宗像市 12時間
令和2年8月1日～
令和2年8月2日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

美術科教諭
12,000円 24人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508842号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】木の食器をつくろう

　かたちを限定し、普段自分たちが使うための道具を作ると
いう、単純で素朴なものつくりです。自由な発想で新しいか
たちやものを生み出すものづくりではありません。素材と向
き合い道具を使って自らの手で作り上げることは、自ら考
え、感じることを必要とするとても奥深いことです。

千本木　直行（教育学部教授） 福岡県宗像市 12時間
令和2年11月7日～
令和2年11月8日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

美術科教諭
12,000円 24人

令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508843号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】形や色と“ことば”がつな
がる造形活動（絵の活動を中心
に）

本講座では，保幼小の表現および造形活動の連続性を意
識するとともに，主に絵の活動を中心とした造形活動とこと
ばのつながりについて考察し，形や色とことばがつながる造
形活動の体験を通して探究を深めます。イタリアの幼児教
育“レッジョエミリア・アプローチ”の実践や，レッジョエミリア
市の小学校で実践されているプロジェクトの例を基に，園や
学校の現場で実践できる教育実践力の育成を図ります。

松久　公嗣（教育学部教授） 福岡県宗像市 12時間
令和2年6月20日～
令和2年6月21日

教諭
幼稚園・小学校
教諭、中学校美

術科教諭
12,000円 32人

令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508844号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】手づくりものづくり　～伝
統の造形を起点に

昔から伝わるものづくりの技法や表現をふまえながら，子ど
もたちが新しい表現の世界と出会う，楽しい色やかたちの造
形活動とその授業構成を，体験を通して学ぶ。
　思い思いにつくった魚のかたちの幟が青空の下で元気に
泳ぐ「おさかなのぼりづくり」にとりくむ。

笹原　浩仁（教育学部准教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園・小学校
教諭、中学校美

術科教諭
6,000円 24人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508845号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学 【選択】書写教育講座

本講習は、①新学習指導要領を踏まえた書写指導のあり方
に関する講義、②漢字の書写指導における実技力の養成、
③仮名の書写指導における実技力の養成といった視点で
の理論・実技研究を行い、小・中学校国語科書写教育の指
導力向上を目指している。

和田　圭壮（教育学部教授） 福岡県宗像市 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

6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508846号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】板書のチョーク技法と手
書き文字文化

「手書き文字の文化」に触れながら、学校での指導における
板書チョーク技法の実技力向上を目的とする。内容は、教
育における手書きの大切さや、筆順の重要性、許容される
書き方等の講義と、チョークの扱い方、基本点画、楷書及び
ひらがなの字形や字配り等についての実技を行う予定であ
る。

和田　圭壮（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月2日 教諭
全教諭（全学校

種・全教科）
6,000円 22人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508847号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】書道指導力養成講座

本講習は，
① 「近代の書」鑑賞力向上に関する演習
② 「手紙」鑑賞力の視点養成と実技力の養成
③ 書道特別活動（部活動の充実）における指導力の養成
④ 書道特別活動（部活動の充実）における実技指導力の養
成
といった視点での研究を行い，教員の書表現力と鑑賞力の
向上を目的とします。

服部　一啓（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月10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22日

令02-
10076-
508848号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】手書き文字文化と毛筆技
法・板書チョーク技法

「手書き文字文化」に触れながら、学校での指導における毛
筆技法及び板書チョーク技法の実技力向上を目的とする。
内容は、教育における手書きの大切さ等の講義と、毛筆及
びチョークの扱い方、基本点画、楷書、ひらがなの字形や字
配り等についての実技を行う。

服部　一啓（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月23日 教諭
全教諭（全学校

種・全教科）
6,000円 20人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508849号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】体育授業における音楽リ
ズムを活用した運動学習指導

体育授業において、児童・生徒の体力向上や基本的な運動
技能の向上を図る手立てとして、音楽リズムを活用する学
習指導の在り方について紹介する。ただし、音楽リズムを活
用するといっても、ダンスの授業を想定して行うものではな
い。体つくり運動系、陸上運動系、ボール運動系、武道系と
いった領域の中で、リズムに合わせて楽しく、夢中になって
体を動かしたり、運動技能を高めたりすることをねらいとする
授業の在り方について取り上げる。

本多　壮太郎（教育学部准教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年11月3日 教諭

音楽リズムを活
用した体育の学
習指導に興味の
ある小学校、中
学校、高等学校

の教諭

6,000円 30人
令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508850号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】柔道の授業づくり

本講習では、柔道の基本的な技術およびその指導法を習得
し、柔道に内在する教育的・文化的価値について理解を深
める。なお、主な受講対象者は柔道指導経験の少ない中学
校教諭とするが、柔道の授業づくりに関心のある高校教諭
も受講可能である。

楢﨑　教子（教育学部准教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年10月10日 教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭（柔道指導経
験の少ない者）

6,000円 20人
令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508851号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】体育授業・課外活動にお
けるスポーツ傷害の予防

この講習では、体育授業や運動部活動中におけるスポーツ
傷害の予防に着目し、その予防対策について、以下の点に
ついて学ぶ。１．「身体の発育発達と運動中に発生しやすい
スポーツ傷害」、２．「スポーツ傷害の予防方法の実際（スト
レッチング：実技）」、３．「スポーツ傷害の予防方法の実際
（スポーツマッサージ：実技）」、４．「スポーツ傷害と救急処
置」

片平　誠人（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月26日 教諭
全教諭（中学校・
高等学校教諭向

け）
6,000円 30人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508852号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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令和２年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学
【選択】保健体育科目「ベース
ボール型スポーツ」の理論と実践
（ソフトボール）

学習指導要領により、中学校で必修化されている保健体育
科目「ベースボール型」スポーツについて、ソフトボールの実
技を教材として取り上げ、実技を伴う講習を通じて正しい知
識を習得するとともに、小学校・中学校・高等学校における
体育授業を実施できるようにする。また、運動生理学的立場
から運動に関わる身体諸器官の理解を深め、運動やスポー
ツの実践における正しい知識と効果的な実践方法を習得す
ることにより、学校現場における学習指導に役立たせること
ができるように心掛ける。

市丸　直人（教育学部教授） 福岡県宗像市 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
保健体育科教
諭、野球・ソフト
ボール等の運動
部の指導を行う

教諭

6,000円 30人
令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508853号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】体育理論の教科指導―ス
ポーツ文化やスポーツの歴史―

この講習では，体育理論の教科指導に資するように、ス
ポーツ文化やスポーツの歴史について講義し，授業時の生
徒の知識，思考力・判断力・表現力を高めるための教材の
扱い方を取り上げます。小学校の体育授業時の知識の内容
や中学校や高等学校での体育理論の内容とも関連づけて
講義します。体育授業の歴史や欧米スポーツの比較文化史
の視点は，実技の際の教材観や指導法を探るためのヒント
にもなります。

榊原　浩晃（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年10月3日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育科教諭

6,000円 30人
令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508854号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】体育授業に役立つスポー
ツ心理学と運動学習

学校体育において，子どもの運動への意欲を引き出すこと
と運動が上手くなることは，最も重要な目標である。しかしな
がら，運動が下手な子どもは，運動への意欲を失いがちで
あり，運動が上手な子どもは運動への意欲が高い。そこで，
運動意欲と運動技能の習得の関係を踏まえながら，スポー
ツ心理学と運動学習の研究成果から示唆される子どもの意
欲の高め方と早く運動が上手くなる方法について，解説し考
察を加えていく予定である。

兄井　彰（教育学部教授） 佐賀県宗像市 6時間 令和2年7月23日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育科教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508855号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】身体表現・ダンス ＜基礎
編＞

この講習は，教師自身が表現運動や，ダンスの授業を気持
ちよくできるようにするために，幅広い視点から，教師自身
の身体感覚を高めると共に，身体表現に対する自己効力感
を高めることを目的としています。表現の世界の面白さを体
験すると共に，基礎的な指導技術の習得も目指します。

清水　知恵（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年10月10日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育科教諭

6,000円 20人
令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508856号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】小学校におけるアンプラ
グドプログラミング教育について

日本の高校，中学校，さらに世界各国のプログラミング教育
の現状について解説した後，小学校で実施すべきプログラミ
ング教育について考える。これまでに開発したプログラミン
グ教材とその教材を用いた教育手法について，研究成果と
ともに紹介する。さらに，小学校で実施できるアンプラグドプ
ログラミング教育について，実際に教材を使用し，プログラミ
ング教育において重要な教育内容について考察する。

梅野　貴俊（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月24日 教諭 小学校教諭 6,000円 16人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508857号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】家庭科で学ぶ生活の自立
と生涯設計

新学習指導要領における小中高の家庭科学習の系統を整
理し、各学校段階に応じた授業のあり方について考えます。
家庭科学習のうち「自立」「計画・設計」をキーワードに、主と
して「Ａ家族・家庭生活」「Ｃ消費生活と環境」に関連する教
材を取り上げ、今後の授業づくりにどのように生かしていく
かを検討します。ゲーム教材の体験や授業構想の演習を交
えて行います。

貴志　倫子（教育学部教授） 福岡県宗像市 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

家庭科教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508858号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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令和２年度(第３回)認定
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対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学
【選択】くらしの中におけるユニ
バーサルデザイン

まず初めに講義において、ユニバーサルデザインとバリアフ
リーの基礎について学びます。次に、人間の触覚特性を心
理物理実験により調べ、人間の特性をユニバーサルデザイ
ンにどのように活かすかを考えます。また、妊婦擬似体験等
を通じて、くらしにおけるユニバーサルデザインの必要性を
理解します。最後に、家庭科でどのようなユニバーサルデザ
インに関する授業が実践できるか、考察を行います。

阿曽沼　樹（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

家庭科教諭
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508859号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】中学校・高等学校　英語
科の4技能統合

現在の学校教育における英語科に求められていることは、
中学校・高等学校における4技能の統合である。高等学校
のいわゆるAll Englishも、4技能統合によって、ある程度達
成することができる。本講習においては、4技能統合の理論
をどのように指導に生かしていくのかを、講義と演習を通し
て学ぶ。

森　千鶴（教育学部教授） 福岡県宗像市 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

6,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508860号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】英語スピーチ入門

この講習では、自身の英語スピーチ力を向上する練習を行
うとともに、英語でスピーチをする際に必要な技術（例えば、
準備の仕方、英文のつくり方、論の立て方、プレゼンテー
ションの仕方など）を確認し、児童・生徒に英語スピーチを行
わせる際に求められる指導ポイントを理解することを目標と
しています。さらには、コミュニケーション学的に英語スピー
チを分析しつつ、その理論的かつ実践的意義の理解をねら
いとしています。

吉武　正樹（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年10月10日 教諭

中学校・高等学
校英語科教諭、
小学校英語活動

担当教諭

6,000円 40人
令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508861号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】英語の小説や物語を教材
とした異文化理解と英文法の理
解

この講習のねらいは、主に次の3点です。
１）英語の小説や物語を通して、欧米の文化や言語としての
英語の特徴を学びます。
２）英語の小説や物語を教材とし、自然な文脈やディスコー
スの中で、助動詞、完了形、前置詞などの文法をいかに理
解するかを学びます。
３）小説や物語の解釈をめぐって、いかに英語や日本語によ
るコミュニケーション活動を行うかを学びます。

後藤　美映（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語科教諭
6,000円 40人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508862号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】アメリカ文学を通して英語
を学ぼう

英語文学は英語学習と異文化理解学習の宝庫です。この
講習では、まずアメリカ文学のテキストを用いての英語ブ
ラッシュアップを体験します。それを踏まえて、どのような教
材が有効であるかについて、英語学習、異文化理解学習の
両面から考えていきます。

江頭　理江（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年9月5日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語科教諭
6,000円 40人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508863号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】学び続ける教師のための
リフレクションについて

教師として「学び続ける」ことが求められています。その「学
び続ける」ことは，学校現場でどのように，個人で，組織で行
うことができるでしょうか？本講座では，自身を自身で育て
続ける教師であるために，どのような考え方をもち，ツール
を使えばよいのか，リアリスティック・アプローチの手法を用
いて提案します。

若木　常佳（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 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 32人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508864号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】イエナプラン教育の可能
性

教育の目的について，「到達のための教育」と「発見のため
の教育」の点から考える。そして，オルタナティブ教育の一つ
であるイエナプラン教育の概要理解を踏まえ，主体的に学
ぶ，生きるための教育をどのように実現するか考える。

若木　常佳（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 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

6,000円 32人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508865号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】説明的文章の読みのプロ
セスと教材分析

主体的で対話的な説明的文章の読みの授業をつくるために
は、学習者の読みのプロセスを意識した教材分析が求めら
れます。本講習では、説明的文章の読みのプロセスと、それ
を実現するための教材分析について、演習を通して理解を
深めていきます。小学校の教科書教材を扱うため、主な受
講対象者は小学校教諭とします。

青山　之典（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月22日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508866号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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種
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福岡教育大学
【選択】文学的文章の読みのプロ
セスと教材分析

主体的で対話的な文学的文章の読みの授業をつくるために
は、学習者の読みのプロセスを意識した教材分析が求めら
れます。本講習では、文学的文章の読みのプロセスと、それ
を実現するための教材分析について、演習を通して理解を
深めていきます。小学校の教科書教材を扱うため、主な受
講対象者は小学校教諭とします。

青山　之典（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月23日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508867号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】社会科の指導方法改善と
教材分析

主体的で対話的な社会科の授業をつくるためには、社会的
事象と子どもの関心事の「ズレ」を意識した教材分析が求め
られます。本講習では、子どもが学習活動の主体者として対
話的に学ぶための授業づくりと、それを実現するための指
導法や教材分析について、演習を通して理解を深めていき
ます。また2学期に実践できる教材を開発します。小学校の
教科書教材を扱うため、主な受講対象者は小学校教諭とし
ます。

坂井　清隆（大学院教育学研究科講師） 福岡県宗像市 6時間 令和2年7月11日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508868号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】社会科の指導方法改善と
教材分析

主体的で対話的な社会科の授業をつくるためには、社会的
事象と子どもの関心事の「ズレ」を意識した教材分析が求め
られます。本講習では、子どもが学習活動の主体者として対
話的に学ぶための授業づくりと、それを実現するための指
導法や教材分析について、演習を通して理解を深めていき
ます。また2学期に実践できる教材を開発します。小学校の
教科書教材を扱うため、主な受講対象者は小学校教諭とし
ます。

坂井　清隆（大学院教育学研究科講師） 福岡県宗像市 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6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508869号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】児童生徒の人間関係能
力の育成

　児童生徒の学校適応の基礎となる人間関係能力を育成す
るために，「社会性と情動の学習(SEL)」に関する理論と導
入・実践方法について学ぶ。具体的には，(１)児童生徒の他
者と関わる力の現状，(2)「社会性と情動の学習(SEL)」の理
論，(3)「社会性と情動の学習(SEL)」の国内外の実践例紹
介，(4)望ましい人間関係を育成するための指導方法，(5)学
級および学校での取組の推進方法等について，演習をまじ
えた講習を行う。

小泉　令三（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月10日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、

養護教諭
8,112円 50人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508870号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】児童生徒の人間関係能
力の育成

　児童生徒の学校適応の基礎となる人間関係能力を育成す
るために，「社会性と情動の学習(SEL)」に関する理論と導
入・実践方法について学ぶ。具体的には，(１)児童生徒の他
者と関わる力の現状，(2)「社会性と情動の学習(SEL)」の理
論，(3)「社会性と情動の学習(SEL)」の国内外の実践例紹
介，(4)望ましい人間関係を育成するための指導方法，(5)学
級および学校での取組の推進方法等について，演習をまじ
えた講習を行う。

小泉　令三（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 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
8,112円 50人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508871号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】子どもと情報メディア

子どもによるネットいじめやネット犯行予告などの問題が増
えている。子どもが出会い系サイトやLINEを使って被害者や
加害者になる事件も多い。また，自閉症類似症状を持つ子
どもの増加や，コミュニケーション能力の質的低下を指摘す
る研究者もいる。本講習では，情報メディアを使う子どもたち
に起こり得る問題を取り上げ，情報メディアの特徴を踏まえ
た上で，問題の原因とともに，その教育的な対策について
考える。

村田　育也（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 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

7,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508872号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.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

福岡教育大学 【選択】子どもと情報メディア

子どもによるネットいじめやネット犯行予告などの問題が増
えている。子どもが出会い系サイトやLINEを使って被害者や
加害者になる事件も多い。また，自閉症類似症状を持つ子
どもの増加や，コミュニケーション能力の質的低下を指摘す
る研究者もいる。本講習では，情報メディアを使う子どもたち
に起こり得る問題を取り上げ，情報メディアの特徴を踏まえ
た上で，問題の原因とともに，その教育的な対策について
考える。

村田　育也（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 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、養護教

諭

7,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508873号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】考えて学ぶ情報モラル教
育

本講習の前半は，これまで一般的に行われてきた情報モラ
ル教育の問題について考察し，その問題を解決するため
に，子どもの社会性と責任能力の発達の視点と，情報メディ
ア使用が人にどのような影響を与えるのかというメディア論
的な視点が必要であることを説明する。
後半は，小学校，中学校，高等学校の教員グループに分か
れて，前半の講義内容を踏まえて，情報モラル教育の授業
づくり演習を行う。

村田　育也（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年10月25日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 30人
令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508874号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】考えて学ぶ情報モラル教
育

本講習の前半は，これまで一般的に行われてきた情報モラ
ル教育の問題について考察し，その問題を解決するため
に，子どもの社会性と責任能力の発達の視点と，情報メディ
ア使用が人にどのような影響を与えるのかというメディア論
的な視点が必要であることを説明する。
後半は，小学校，中学校，高等学校の教員グループに分か
れて，前半の講義内容を踏まえて，情報モラル教育の授業
づくり演習を行う。

村田　育也（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年11月3日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 30人
令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508875号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】学びに向かう力を育む
キャリア・カウンセリングと児童支
援

学習指導要領でも強調されているキャリア教育は，様々な
適応状態の子どもが，自らの人生の充実に向け，学習計画
を立て，人間関係作りを行うなど，学校生活への主体的な
参画を目指した支援といえる。そのために，主にキャリア・カ
ウンセリングを活用した小学校での支援のあり方を検討す
る。
① 児童理解の促進
② 学級でのキャリアガイダンス（演習）
③ キャリア・カウンセリングの考え方による教育計画・試行
④ 保護者との連携の検討

西山　久子（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月1日 教諭 小学校教諭 6,000円 32人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508876号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】学びに向かう力を育み自
己実現を目指すキャリア･カウン
セリング

キャリア教育は，子どもが，自らの人生の充実に向け，学
習・教育計画を立て，学校生活に主体的に参画することを
目指している。自己理解をふまえ，自分の強みを生かし自
分らしい人生を生きることに向けた備えである。そのため
に，キャリア・カウンセリングによる中学・高校での支援のあ
り方を検討する。
① 生徒理解の促進
② 学級での進路指導（ガイダンス）
③ キャリア・カウンセリングを活用した教育計画・試行
④ 保護者との連携の検討

西山　久子（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月22日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 32人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508877号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】自閉症の理解と効果的な
支援法

自閉スペクトラム症は、現在は、65人に1人程度とされる頻
度の高い発達障害である。通常の学級・特別支援学級・特
別支援学校など様々な場で学んでおり、社会的コミュニケー
ションの障害があるために、指導に苦慮することも多い。今
回は、英国自閉症協会が提唱するSPELLの原則を中心に
効果的な指導を紹介する。

納富　恵子（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 20人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508878号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.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

福岡教育大学
【選択】UDLガイドラインを活用し
たユニバーサルデザインの授業
づくり

障害の有無にかかわらず、誰もがわかりやすく、とりくみや
すく、表現しやすい授業作りが求められ、そこに学びのユニ
バーサルデザイン（UDL）は役立つ枠組みとされる。米国で
開発されたUDLガイドラインは、インクルーシブ教育に参考
にできる内容を含んでおり、日本の小学校・中学校でも成果
をあげることが実証されてきている。　UDLガイドラインにつ
いて学び、多様な児童生徒が学ぶ通常の学級で、実際の授
業を改善するヒントを得て、演習を通じて授業改善をすすめ
る方法論を獲得する。

納富　恵子（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 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 20人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508879号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】学級活動で進めるキャリ
ア形成の授業

本講座では、平成29年度告示小、中学校学習指導要領、平
成30年高等学校学習指導要領に示された、小、中、高等学
校が一貫してキャリア教育を推進する、学級活動(3)・ホーム
ルーム活動(3)「一人一人のキャリア形成と自己実現」にお
いて、児童生徒一人一人が将来の生き方に関する課題解
決に向けて意思決定する授業を、学級活動（３）・ホーム
ルーム活動(3)プランニングシートを活用して構想し、特別活
動を要として推進するキャリア教育について理解します。

脇田　哲郎（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508880号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】学級活動で進める食に関
する指導

本講座では、平成29年度告示小、中学校学習指導要領に
示された、学級活動(2)に示された「エ　食育の観点を踏まえ
た学校給食と望ましい食習慣の形成」において、自己の食
に関する課題に気付き、課題解決のための方法を集団思考
し、自己の解決方法を意思決定する学習を、学級活動(2)プ
ランニングシートで構想するとともに、食に関する自己指導
能力の育成について理解します。

脇田　哲郎（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年7月11日
教諭

栄養教
諭

小学校・中学校・
特別支援学校教

諭、栄養教諭
6,000円 100人

令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508881号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】教師のメンタルヘルスと子
どもの心の理解

ストレスの多い教育現場において教師がメンタルヘルス不
調におちいらないために、ストレスの原因や対策を取り上げ
る。さらにメンタルヘルス不調から心身症や精神疾患に罹患
した場合の対応について説明する。また教師にとって注意を
払うべき児童生徒の体調の変化とともに、その対処法や保
護者対応などを取り上げ、児童生徒の心の問題の理解と対
応について説明する。講義だけでなくグループでの話し合い
などの演習も実施する。

貫名　英之（健康科学センター教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年8月24日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
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22日

令02-
10076-
508882号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】教師のメンタルヘルスと子
どもの心の理解

ストレスの多い教育現場において教師がメンタルヘルス不
調におちいらないために、ストレスの原因や対策を取り上げ
る。さらにメンタルヘルス不調から心身症や精神疾患に罹患
した場合の対応について説明する。また教師にとって注意を
払うべき児童生徒の体調の変化とともに、その対処法や保
護者対応などを取り上げ、児童生徒の心の問題の理解と対
応について説明する。講義だけでなくグループでの話し合い
などの演習も実施する。

貫名　英之（健康科学センター教授） 福岡県宗像市 6時間 令和2年10月11日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭

6,000円 60人
令和2年7月31日～
令和2年8月20日

令02-
10076-
508883号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】現代社会における犯罪と
刑罰

本講習では、公民的分野（科）の現代社会項目や政治・経
済項目と関係が深い「犯罪と刑罰」をめぐる問題を取り上げ
る。近時の犯罪現象の特徴を把握し、それに対する法的対
応の仕組みを概観した上で、これらの現象と対応のあり方
が日本の社会のあり方とどのようにかかわっているのか、
考える。社会的な関心が高いと思われる裁判員裁判や死刑
の問題も取り上げる。ディスカッションの時間も設けて、主体
的な参加を促す講習としする。

武内　謙治（九州大学　大学院法学研究院教
授）

福岡県福岡市
西区

6時間 令和2年6月20日 教諭
中学校社会科教
諭、高等学校公

民科教諭
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508884号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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対象職

種
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福岡教育大学 【選択】折り紙の数学

折り紙の数学を通して数学の普遍性や抽象性を解説する。
取り上げる折り紙の数学は平坦折りたたみ，折り鶴の変形
理論，剛体折り等である。主として用いる数学は平面幾何，
空間図形，2次曲線（楕円，放物線，双曲線）である。また，
実際に簡単な折り紙を折ることにより，折り紙の数学を体験
する。

川崎　英文（九州大学　大学院数理学研究院教
授）

福岡県福岡市
西区

6時間 令和2年6月28日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508885号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】哲学・歴史学への誘い

【歴史学】中世の日本（11～16世紀）と東アジアとの関係に
ついて、最近の学説動向を踏まえ、解説する。
【哲学】社会哲学の基礎分野として、近年脚光を浴びている
「社会存在論」（social ontology）の観点から、社会的事実・
制度・規範・集団といったテーマを分かりやすく論じる。

佐伯　弘次（九州大学　大学院人文科学研究院
教授）
倉田　剛（九州大学　大学院人文科学研究院教
授）

福岡県福岡市
西区

6時間 令和2年7月4日 教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科・公民

科教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508886号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】中学高校における国語国
文・漢文教材の再検討

国語国文学、漢文学の先端研究を紹介し、活字離れ・漢字
離れの中、思考力・想像力を養うための国語科教育にこれ
ら最新情報がどう生かされるかを検討する。 前半の２講義
を中国哲学史講座教員が担当し、漢文教育の意義とその実
践方法を、後半の２講義を国語学・国文学講座の教員が担
当し、古典教育の意義とその実践方法を講習する。

高山　倫明（九州大学　大学院人文科学研究院
教授）
藤井　倫明（九州大学　大学院人文科学研究院
准教授）

福岡県福岡市
西区

6時間 令和2年7月19日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月10日

令02-
10076-
508887号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】英語学・米文学講義

本講義は二人の講師で担当し、前半で英語学の観点から
英語に内在する規則性について、後半でアメリカ文学の作
品を論じます。英語学では，英語の諸現象を構造的観点か
ら考察することにより，原理的な説明が可能となることを示し
ます。アメリカ文学では、小説の翻訳および映像化というふ
たつの「変換」を見ることで、言語や文化を学ぶことの意義を
考えます。

西岡　宣明（九州大学　大学院人文科学研究院
教授）
高野　泰志（九州大学　大学院人文科学研究院
准教授）

福岡県福岡市
西区

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508888号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】お米を通して学ぶ日本の
食料

お米の‘おいしさ’とは？をトピックとし、
日本の主食であるお米をとりまく現状について学ぶ。

〇世界と日本のお米、栽培から食卓までを学ぶ。
〇味覚と嗅覚のテストを通して、おいしさの感じ方を理解す
る。
〇お米の食味試験法を学び、いろいろなお米の食味をくら
べる。

望月　俊宏（九州大学　大学院農学研究院教
授）
安彦　友美（九州大学　大学院農学研究院助
教）
中村　哲洋（九州大学　大学院農学研究院助
教）

福岡県糟屋郡
粕屋町

6時間 令和2年8月7日
教諭

栄養教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭、栄養教

諭

6,000円 20人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508889号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】土着の知識・信念体系と
の闘い方

種子植物の「花」は受粉によって種子という子孫を作るため
の生殖器官である。しかし、子ども達（あるいは大人でも）
は、おしべ・めしべの存在や機能にではなく、花びらの存在
に着目し、「目立つ、きれいな花びらがあるのが花だ」と表現
しうるような「誤った（？）｣ルールを持ちがちである。
本講習では、学習者が自力で作り上げてしまっているこのよ
うな知識を「土着の知識・信念体系」と呼び、教師が学校で
教科活動や生徒指導を行っていくうえでの障碍状況となって
いることを示す。そのうえで、幼児・児童・生徒が持つ「土着
の知識・信念体系」と対決するための具体的な方略につい
て考え、今後の教科活動、生徒指導に役立てることを目指
す。

久米　弘（九州大学　大学院人間環境学研究院
准教授）

福岡県福岡市
西区

6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508890号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】現代物理学二講

現代物理学から、二つのテーマに絞って講習する。
第一のテーマは、特殊相対性理論の基本的な考え方、およ
び自然現象や工学的な応用との関連を講義する。
第二のテーマは、光の干渉の観点から、量子力学の導出に
いたる過程を概説し、量子力学の初歩を講じる。特に、原
子・分子・金属・半導体・絶縁体を電気伝導を論じ、量子力
学がそれらにどのように反映されているかを解説する。

野村　清英（九州大学　大学院理学研究院准教
授）
渡部　行男（九州大学　大学院理学研究院教
授）

福岡県福岡市
西区

6時間 令和2年8月22日 教諭
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22日

令02-
10076-
508891号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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福岡教育大学 【選択】SDGsと学校教育

現在の国際開発の基調的な枠組みのひとつであるSDGs
（持続可能な開発目標）は、「誰一人取り残さない」という理
念の下、先進国にとっても、大きな役割が課せられている。
また、すべてのアクターが当事者であるという観点からは、
学校にとっても重要な課題のひとつである。本講義では、
SDGsの概要や現状を紹介した上で、特に日本に関係する
事項として、様々な格差や不平等をめぐる問題、子どもをめ
ぐる諸問題、学校の中で取り組みSDGsの実践事例につい
て考える。

東野　充成（九州工業大学　教養教育院教授）
福岡県北九州
市戸畑区

6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 75人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508892号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】言語学概論

本講習では，我々にとって身近な存在である「言語」をより
深く理解するために必要な言語学での分析方法を概観す
る。その中で日本語・英語をはじめとした様々な言語がいか
なる普遍性をもち，どのような点で多様性が見られるのかを
検証していく。講習を通じて，言語(主に英語・日本語)学習
者が持ちうる疑問点や，学習の際に頻出するエラーについ
ても言語学的視点から考察していく。

平山　仁美（九州工業大学　教養教育院講師）
福岡県北九州
市戸畑区

6時間 令和2年8月19日 教諭

中学校・高等学
校英語科教諭、
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508893号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】化学分析技術の基礎と応
用

本講習会では，各種化学物質の構造や機能の主な機器分
析・解析法についての基礎的手法と原理を概説するととも
に，その化学物質への機能発現に関する技術や課題を紹
介する。まず，有機系物質の解析法について，次に，無機
物質系の解析法、および新規分析デバイスについて解説す
る。

清水　陽一（九州工業大学　大学院工学研究院
教授）
岡内　辰夫（九州工業大学　大学院工学研究院
准教授）
荒木　孝司（九州工業大学　大学院工学研究院
准教授）

福岡県北九州
市戸畑区

6時間 令和2年8月20日 教諭
全教諭（全学校

種・全教科）
6,000円 50人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508894号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】子どもに関する社会政策

子どもに関する社会政策は、多岐にわたる。代表的なもの
は児童福祉であるが、そのほかにも、学校教育、雇用労
働、医療、司法、税制など、様々な分野で子どもに関係して
いる。本講義では、子どもに関する社会政策の現状を概観
するとともに、それぞれの領域において、現在どのようなこと
が課題となっているのか、また、今後どのような制度や政策
の形成を志向する必要があるのか考える。とりわけ、学校教
育が、子どもの様々な問題に対してどのような役割を担うこ
とができるのかを考察したい。

東野　充成（九州工業大学　教養教育院教授）
福岡県北九州
市戸畑区

6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 75人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508895号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】SDGsを考える: 地球環境
問題を中心に

SDGs（持続可能な開発目標）は、昨今、急速に認知度が高
まっており、教育の場にも大きな影響を持ちつつある。本講
習では、地球環境問題を中心に、SDGsに関する理解を深め
ることを目的とする。扱う内容は、SDGsを捉える視点、持続
可能な世界に向けたグローバルな動向（気候変動分野にお
けるビジネスセクターの変化など）、および一市民・教育者と
して取りうるアクションを中心とする。

大田　真彦（九州工業大学　教養教育院准教
授）

福岡県北九州
市戸畑区

6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508896号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】授業でのコンピュータ活用
の初歩

教材準備や授業中の資料提示のためのワープロおよびプ
レゼンテーションソフトの利用、学習評価のための表計算ソ
フトの利用、インターネットを用いた情報の検索・収集・整理
など、授業に関するコンピュータやインターネットの活用指導
力が身に付くように実習を行いながら初歩から講習する。日
本語文字入力が可能であることが望ましい。

山口　真之介（九州工業大学　学習教育セン
ター助教）

福岡県飯塚市 6時間 令和2年8月21日 教諭
全教諭（全学校

種・全教科）
6,000円 38人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508897号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】チーム学習の考え方と進
め方

教育手法の昨今の動向を踏まえたうえで、チーム学習の考
え方と進め方を参画型で実施する。受講者を４つのチーム
にわけて、多面スクリーン・机上ホワイトボード、多目的教具
などを用いて、講師から出された２つの模擬授業に対して、
チーム別に指導案を発表・討論・相互評価を行う。

Jahng,　Doosub（九州工業大学　大学院生命体
工学研究科教授）

福岡県北九州
市若松区

6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校教諭（全

教科）
6,000円 25人

令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
10076-
508898号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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佐賀大学
【選択】世界史の激流を制するユ
ダヤ人の知恵

マイノリティとして苦難の歴史を歩んできたユダヤ人の視点
に注目することで、西洋の歴史と思想の理解を深めることを
目的とします。世界史や倫理の授業に取り入れていただけ
るトピックス（ユダヤ教とキリスト教の複雑な関係、杉原千畝
が赴任したリトアニアの状況、ドイツのホロコーストの経緯、
アンネ・フランクが亡命したオランダの歴史、パレスチナ紛争
の背景、アメリカのユダヤ人の歴史など）を多数紹介しま
す。講義が中心です。講義の終わりに小論文試験を行いま
す。

後藤　正英（教育学部准教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年5月23日 教諭
幼・小・中・高・特
支教諭(社会）

6,000円 30人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506976号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】体育授業・部活動指導の
ヒント「心理学を用いることで深ま
る運動・スポーツ指導のポイント」

小中高等学校での体育授業や運動部活動への活用を特に
想定しているが、全年代に共通する運動・スポーツ指導の
心理学のポイントを講義形式で解説する。特にスポーツ心
理学の視点から指導のあり方を考える。主な内容は二つで
ある。一つ目は運動技能を効果的に獲得させるのに役立つ
「運動学習」である。二つ目は、運動・スポーツへの興味・意
欲を持たせるための「モチベーション」について解説する。

山津　幸司（教育学部准教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年5月23日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506977号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】なるほど科学実験

教員の資質能力向上を目的として，理科の発展的課題例の
提示と解説を行う。
午前：「人工イクラと豆腐作り」の原理と実験、「紙と水を使っ
た色の分離」の原理と実験
午後：「水飲み鳥・クリスマスピラミッド・ガリレオ温度計・回転
浮沈子」の動作原理と実験

上田　敏久（農学部准教授）
石原　秀太（福岡女学院大学　非常勤講師）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年5月23日 教諭
小・中教諭（理

科）
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506978号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】教育情報コミュニケーショ
ン学

教師に必要なコミュニケ－ションの基本理論を理解し，また
身体表現の技術を習得し，教室（保健室を含む）での児童生
徒との教育コミュニケ－ション能力の向上を行う。さらに教育
情報機器の操作を身につけることで，効果的な学習指導や
児童生徒の興味関心を引き出す方法を習得する。

角　和博（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年5月24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18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506979号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】知っておきたい英語発音
の基礎知識―日本人英語からの
脱却―

本講習は英語の教育法を学ぶものではありません。そうで
はなくて、英語を教えるに当たって知っておかなければなら
ない発音上の基礎を教員に身に着けてもらうための講習で
す。日本人の話す英語とネイティブの英語の違いを分かり
やすく解説したうえで、できるだけネイティブに誤解を招く日
本人英語からの脱却を図ります。

小野　浩司（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年5月31日 教諭
小・中教諭（英

語）
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506980号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】英語コミュニケーション能
力育成のための教材研究と授業
実践について

英語コミュニケーション能力の育成に向けた教材研究と授業
実践について考える講習です。実践を支える第二言語習得
研究や、中・高等学校の実践例を概観し、４技能の統合的
活用を促す言語活動の実践や指導について基本的・専門
的知識を深めていきます。教室英語の活用や、ディベート・
ディスカッションの指導、逆向き設計による単元計画などに
ついて、ワークショップ形式で情報や考えを共有することで
学びを広げ、指導技術の更なる向上を図ります。

林　裕子（教育学部准教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年6月7日 教諭
小・中・高教諭

（英語）
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506981号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】私たちの地球環境問題

地球温暖化や生物多様性の保全といった地球規模での環
境問題について、私たちの日々の生活と関連付けて問題の
本質を学び、これらが身近な問題であるという認識を深め、
各種学校での環境教育に活かせる知識を提供する。（授業
形態：講義形式）

徳田　誠（農学部准教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年6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4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506982号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/
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種
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佐賀大学 【選択】歌唱と合唱

授業形態は実習形式、講義形式を織り交ぜて行う。　
学校教育において従来から常識となっているが、実は生徒
の側が歌うことをきらいになったり、声帯を壊してしまうよう
な負担を強いられているような発声指導や歌唱表現指導に
ついて、今後改善して頂きたい考え方を説明し、実際に実習
として実体験して頂くことで理解して頂きながら、小・中・高校
における歌唱指導や合唱指導のヒントになるトピックスも交
えた講習を行う。

板橋　江利也（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年6月7日 教諭
小・中・高・特支

教諭（音楽）
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506983号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】日本の小売企業のはなし

　「消費者教育の推進に関する基本的な方針（平成25年閣
議決定）」は、様々な場での消費者教育を推進するよう定め
ており、学校種を問わず全ての教職員は、その推進役として
の役割を担っている。
　学習指導要領を確実に教育現場に反映させ、日常生活の
中でそれを実践できる重要な能力を育むためには教職員の
指導力の向上を図ることが必要であり、現在の企業のマー
ケティングに関する基礎知識を講義し、社会や商業に関す
る専門教育に限らず、消費者として小売業にかかわる生徒・
児童を指導する際の教養知識として生かすことを目的とす
る。

宮崎　卓朗（経済学部教授） 佐賀県佐賀市 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 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506984号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】音楽の分析

音楽理論の基礎を確認し、和声理論を中心に作曲学的な楽
曲分析を行う。（講義形式）
（１）ドミナント進行（２）和音の機能（３）各種カデンツ（４）サブ
ドミナント進行（５）副Ⅴ和音（６）反復進行など和声理論の基
礎を学び、それに基づいて、学校音楽教科書によくある楽
曲を分析し、その音楽表現について考察する。

橋本　正昭（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年6月28日 教諭
中・高教諭（音

楽）
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506985号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】中学高校で話せる最新の
物理学

中学生や高校生がおおよそ理解できて興味を持つような話
題を、相対論、量子論、宇宙物理、近年問題となっている放
射線（原子核物理学）から選んで講義形式の授業で紹介し
ます。テーマの例としては、相対論に基づくGPSの原理、宇
宙の年齢をどのようにして決めるのか、放射線はなぜ危険
なのか、などです。

船久保　公一（理工学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年6月28日 教諭
中・高教諭（理

科）
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506986号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】おいしさと栄養について

本講義では、今日的な話題も含めて、食品の栄養機能やお
いしさを感じるメカニズムについて、基本的な内容を解説し
ます。また、味覚や米の調理性に関する簡単な実験を行
なった結果もふまえて、おいしさと栄養の関係を考えます。

萱島　知子（教育学部准教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年6月28日
教諭

栄養教
諭

小・中・高教諭
（家庭科）、栄養

教諭
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506987号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】Webページ作成技術と情
報教育への応用

本講習では、Webの標準技術であるHTML5、XML、PHPや
CSSについて学ぶとともに、WordPressなどを用いたWeb
ページ作成の基礎を講義と実習を通じて学習する。
同時に学校現場で活用できる情報技術向上を図り、教師の
情報を教授する能力を養うことを目的とする。		

奥村　浩（理工学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年7月5日 教諭 中・高・特支教諭 6,000円 30人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506988号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】LD・ADHD・ASDの心理的
疑似体験−困難の理解から配
慮・支援まで

学習障害（LD）、注意欠如多動症（ADHD）、自閉スペクトラ
ム症（ASD）等の発達障害のある児童生徒が学校現場で感
じやすい困り感・ストレスについて心理的に疑似体験しま
す。心理的疑似体験を通じて、どのような配慮・支援がある
とよいのか、実施できるのかについて、ペアやグループで検
討します。

日高　茂暢（教育学部講師） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年7月23日 教諭
幼・小・中・高・特

支教諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506989号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】知的障害児の心理と支援

知的障害児について心理学的側面からの理解を深めるた
めに、最新の研究成果から認知・学習・行動等に関する基
本的な知見や考え方を解説する。これを踏まえて、発達や
学習への支援に必要な視点や方法に関する理解を深める。

松山　郁夫（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 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 100人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506990号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/
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佐賀大学
【選択】学習面の問題を抱える児
童生徒への支援

学習面の問題を抱える児童生徒について、(1) 基盤が自閉
スペクトラム症である群への対処、(2) 基盤を問わず、認知
能力アンバランスや注意機能障害を持つ群への対処、の２
つの視点に基づいて捉え、(1)に対する｢自閉症行動の理解
と対処の７つ道具｣、(2)に対する「困り点の抽出と自立活動」
という方策を紹介する。学習指導要領、特に自立活動各項
目を活用した特別支援教育の視点を含めて述べる。対面授
業。映像資料を用いる。保健管理、食事摂取の問題も触れ
る。

久野　建夫（國學院大学　人間開発部非常勤講
師）

佐賀県佐賀市 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 120人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506991号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】美術作品の見かた―美術
館学芸員の現場から

鑑賞教育に関する方法論や注意点を美術館学芸員の立場
からお話しします。
前半：美術鑑賞についてのレクチャーとディスカッション
後半：大学美術館の展覧会を鑑賞しながらディスカッション

花田　伸一（芸術地域デザイン学部准教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月2日 教諭
幼・小・中・高・特
支教諭(美術）

6,000円 20人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506992号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】保育現場での音と体と心
の関係を考える

保育の中での音楽や踊り・ごっこ遊びなど、遊びの中での音
や体を動かすことと心の育ちの関係を考える。まずは講義を
聞いて考え、その後、実際にリトミックを取り入れたワーク
ショップの中で動いてみて、自分の身体を通して感じてみ
る。本講習は、幼小連携の観点から小学校教諭も対象とす
る。講義とワークショップ。

庄籠　道子（九州大谷短期大学　幼児教育科非
常勤講師）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月2日 教諭 幼・小教諭 6,000円 50人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506993号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】古文講読のための日本語
の歴史

中古（平安時代）・中世（鎌倉・室町時代）の日本語を中心
に、音韻、文字、語彙、文法の各面から、時代背景も交えて
日本語の変化をたどっていく。各時代の日本語の特徴を捉
え、古典作品講読の基本である日本語の知識を高めること
を目指す。受講生との質疑応答やペアワークを行う予定で
ある。

中里　理子（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月2日 教諭
小・中・高・特支

教諭（国語）
6,000円 30人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506994号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】子どもの心をつなぐ学級
づくりー人権の視点から

子どもたちの人間関係が希薄になっていると言われていま
す。子ども同士がつながるための人間関係づくりの方法論
と、集団づくりの原則を学びます。  具体的には、トラブルへ
の対応、班作り、ピアサポート、アサーショントレーニング、コ
ミュニケーションスキル、多様性など、ワークショップ形式
で、ロールプレイなど実際に体験しながら、共に学び合い、
教師としてのスキルを高めます。

松下　一世（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月3日 教諭 小・中教諭 6,000円 50人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506995号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】期待値・平均値から見る
確率・統計及び整数の性質

平均値は確率では期待値、統計ではデータの中心的な値で
あるが、バラツキ・歪み・相関もある種の平均値である。これ
らを通してデータ分析の基本的思考法を学ぶ。また、期待値
操作の加法性・同次性から得られる組合せの問題や整数に
関する応用事例を考察する。

西　晃央（福岡女学院大学　大学院人文科学研
究科教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月9日 教諭
小・中・高教諭

（数学）
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506996号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】自閉スペクトラム症の理
解と支援

自閉スペクトラム症の理解と支援に関して、「研究史」「定義
や頻度など」「体験世界」「支援のあり方」の観点から、講義
形態で授業を行なう。

芳野　正昭（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 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4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506997号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】行動面の問題を抱える幼
児児童生徒への支援

行動面の問題を抱える幼児児童生徒について、(1) 基盤が
自閉スペクトラム症である群への対処、(2) 基盤を問わず、
持続する行動障害の強度および間歇的爆発の有無、の２つ
の視点に基づいて捉え、(1)に対する｢自閉症行動の理解と
対処の７つ道具｣、(2)に対する「行動障害の３＋１水準対処」
という方策を紹介する。学習指導要領、特に自立活動各項
目をこの視点でとらえ、関係諸機関との連携を含めて述べ
る。対面授業。映像資料を用いる。保健管理、食事摂取の
問題も触れる。

久野　建夫（國學院大学　人間開発部非常勤講
師）

佐賀県佐賀市 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 120人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506998号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佐賀大学
【選択】自閉スペクトラム症の捉
え方と療育支援の展開

1943年に最初の自閉症の報告がなされて以降、心因性とさ
れたり認知障害と見られたりする等捉え方が変わり、それに
伴って遊戯療法や行動療法等が試みられてきた。現在、重
視されている社会性の向上を目指した支援を中心に、これ
までの自閉症に対する捉え方と療育方法の展開について理
解を深める。

松山　郁夫（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
506999号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】人権と共生

人権と共生を大テーマに、オムニバス形式でします。小テー
マは「性的少数者の人権」「在日外国人の人権」「部落問題
の今日的課題」「障害者の人権」です。人権が尊重される社
会を築くために、未来志向型、問題解決型の教育について
探求していきます。知識面だけでなく人権感覚を磨き、それ
ぞれが「気づき」から「行動」に変わることを大切にします。

松下　一世（教育学部教授）
吉岡　剛彦（教育学部教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月17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18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507000号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】最新の健康教育に繋げる
養護教諭の実践

社会の変化による子ども達の健康に関する現代的課題に
養護教諭が教育職・専門職として適切に対応できる専門性・
独自性・企画力・調整能力を理解するとともに、養護教諭が
とるべき行動の判断基準となる最新の知識の習得・実践に
繋ぐことができることを目的とする。
本講習においては、養護に関する科目のニーズの高い「救
急処置・学校伝染病」「薬理概論」「精神保健」などの内容を
中心に講義を行う。

松尾　宗明（医学部小児科学教授）
中島　俊思（大学院学校教育学研究科准教授）
千々岩　峰子（吉野ヶ里町立三田川中学校　養
護教諭）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月18日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507001号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】日本における福祉の歴史

日本における古代社会の慈善活動から、現在に至るまでの
福祉の歴史的展開について概観し、日本人がこれまでどの
ような価値観から社会的弱者を救済していたのかを検討す
る。また、これらのことから得られた知見により、今後の少子
高齢社会・人口減少社会における社会福祉や教育のあり方
を深める。

松山　郁夫（教育学部教授） 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

全教員 6,000円 100人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507002号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】家族と支える発達障害、
心身症と不登校

子どもの心身症外来で診療経験のある小児科医が、発達
障害、心身症、不登校への対応について事例を示しながら
概説する。子どもの心を理解して問題への対処法を考え、
子どもと家族への支援（アドバイス）に活用する。講義①発
達障害（自閉症、アスペルガー症候群、ADHD）、②心身症
（思春期やせ症、自律神経失調症）と不登校、③子どもと家
族支援のカウンセリング（家族療法）

藤田　一郎（福岡女学院大学　人間関係学部教
授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・特支
教諭、養護教諭

6,000円 120人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507003号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】学校における疾病予防と
保健管理

養護教諭は、学校保健活動の推進に当たって中核的な役
割を果たしており、現代的な健康課題の解決に向けて重要
な責務を負っている。
また、養護教諭が子どもの現代的な健康課題に適切に対応
していくためには、常に新たな知識や技能などを習得してい
く必要がある。
講義１、２においては、養護に関する科目のニーズの高い
「救急処置・学校伝染病」「薬理概論」「精神保健」「免疫学」
「環境保健」などの内容を中心に講義を行う。

尾崎　岩太（保健管理センター准教授）
千々岩　峰子（吉野ヶ里町立三田川中学校　養
護教諭）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月19日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507004号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】家庭科衣生活領域におけ
る教育内容の研究

午前の授業では，家庭科衣生活領域の基礎知識について
解説する。午後の授業では，被服実習の基礎技能を押さえ
るとともに子どもが楽しく取り組むことができる被服実習を行
う。
家庭科における衣生活領域の教育内容の検討及び被服実
習のあり方について考える機会としていただきたい。

甲斐　今日子（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月21日 教諭
幼・小・中・高・特
支教諭（家庭科）

6,000円 25人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507005号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】教師と子どものギャップか
ら考える②―子どもたちはなぜ
SNSにハマるのか―

子どもたちがなぜSNSに熱中するのかを，子どもたちの視点
から読み解き，情報モラル教育や生徒指導に対する示唆を
提供する。講義，事例を用いた個人演習，グループワークを
含む。

若本　純子（山梨大学　大学院総合研究部教育
学域教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

小・中・高・特支
教諭、養護教諭

6,000円 120人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507006号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佐賀大学

【選択】発達障害支援における検
査結果の見方と活用（入門編）−
アセスメントの専門性を高め、効
果的な支援につなげる

学習障害（LD）、注意欠如多動症（ADHD）、自閉スペクトラ
ム症（ASD）等の発達障害のある児童生徒の検査報告書・
心理所見について検査内容、見方、活用の仕方について学
ぶ。また事例を通じながら、検査結果を子どもにとってより
良い教育として返すための知識や考え方を学ぶ実習であ
る。

日高　茂暢（教育学部講師） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月22日 教諭
幼・小・中・高・特

支教諭
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507007号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】心理劇を取り入れながら
保育・子育て支援を考える

量としての子育て支援と質としての子育て支援の違いなど、
子育て支援の方法や在り方を講義で学び、グループに分か
れて心理劇をして、いろんな子どもや親の役割を演じてみる
ことで気持ちを理解する一助とし、バズセッションで子育て支
援等の悩みを話し合う。講義とワークショップ。

庄籠　道子（九州大谷短期大学　非常勤講師） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月23日 教諭 幼・小教諭 6,000円 50人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507008号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】数学についての理解を深
める

・中学校、高校で教えられている数学は世の中でどのように
応用・活用されているかについて説明する。（ディスカッショ
ンも一部含む講義形式）
・中学校、高校で使われている教科書の学術的背景や、自
然現象を記述するプロセスを義務教育の範囲で解説する。
（実験を一部含む講義形式）

川中子　正（教育学部教授）
庄田　敏宏（教育学部准教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月23日 教諭
中・高教諭（数

学）
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507009号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】子ども理解のキホン，再
学習してみませんか①―考え理
解する力と発達障害―

認知と発達障害に焦点をあて，子ども理解の基本となる心
理学の最新の知見を再学習する。講義，事例を用いた個人
演習，グループワークを含む。

若本　純子（山梨大学　大学院総合研究部教育
学域教授）

佐賀県佐賀市 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 120人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507010号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】子ども理解のキホン，再
学習してみませんか②―社会性
の育ちと愛着障害―

昨今「非認知的能力」とも言われる子どもの社会性と情緒お
よびその障害である愛着障害に焦点をあて，子ども理解の
基本となる心理学の最新の知見を再学習する。講義，事例
を用いた個人演習，グループワークを含む。

若本　純子（山梨大学　大学院総合研究部教育
学域教授）

佐賀県佐賀市 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4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507011号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】成年年齢引下げと消費者
教育

本講習は、消費者教育推進法（2012年制定）に基づく学校
教育として行われる消費者教育の趣旨・基本内容に関する
講習である。学校における消費者教育は、2022年4月の成
年年齢引下げという喫緊の課題への対応という観点のみな
らず、SDGs教育の一環としても重要な意味を持つ。使用テ
キストは以下のとおりである。なお、必要に応じて最新の資
料等を提供したい。
・消費者庁「社会への扉」
・同「社会への扉　教師用解説書」
※講習は講義形式による。

岩本　諭（経済学部教授・学長補佐） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月25日 教諭

幼・小・中・高・特
支教諭（主に、社
会科、技術・家

庭）

6,000円 50人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507012号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】実践から染色工芸を学ぶ
–葉を用いた型染め–

採取した葉を型紙の役割とさせた糊防染による藍染めを行
う。これは描くことに苦手意識のある者にとっても取り組み
やすいデザイン方法論を取り入れたものである。実際に布
や染料などの表現材料を用いた制作を通して、染色工芸の
手順や表現の特徴を理解する。

鳥谷　さやか（芸術地域デザイン学部講師） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月29日 教諭
小・中・高教諭

（美術）
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507013号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】伝統発酵食品の種類、製
造方法とその機能性

日本の伝統発酵食品(日本酒、味噌、醤油、お酢、焼酎など)
の歴史やその製造方法、その原理、健康への効果などを学
び、日本人としての生い立ち、発達の歴史、生活環境等の
幅広い知識を得ることにより、児童・生徒の伝統文化理解に
役立てることを目的とする。また実際のその造り方について
簡単な実験を体験してもらい、授業でも活かせるようにす
る。

北垣　浩志（農学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年9月6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18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507014号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】伝統発酵食品の種類、製
造方法とその機能性

日本の伝統発酵食品(日本酒、味噌、醤油、お酢、焼酎など)
の歴史やその製造方法、その原理、健康への効果などを学
び、日本人としての生い立ち、発達の歴史、生活環境等の
幅広い知識を得ることにより、児童・生徒の伝統文化理解に
役立てることを目的とする。また実際のその造り方について
簡単な実験を体験してもらい、授業でも活かせるようにす
る。

北垣　浩志（農学部教授） 佐賀県佐賀市 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18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507015号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佐賀大学
【選択】幼児教育における「主体
的・対話的な学び」を実践事例か
ら考える

2017年改訂された「幼稚園教育要領」においては、「主体
的・対話的学び」であることが重要なポイントとなっている。
本講習では、改訂の背景から幼稚園教育要領について理
解をし、幼児教育における「主体的・対話的な学び」の視点
から幼児教育実践を分析し、活動展開のあり方を考える。
幼稚園教育要領における重要な指導のポイントとされてい
る「主体的・対話的な学び」の視点から様々な保育実践を分
析し、活動展開のあり方を考える。

大元　千種（別府大学　短期大学部特任教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年9月13日 教諭 幼・小教諭 6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507016号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】中学校国語科単元を創る

中学校国語科の単元づくりの具体的な方法について，教科
書の作品を扱い，単元の目標，評価，学習材，学習の計
画，学習のモデル，グループ学習，発問，学習プリント，ノー
ト，発表会，ふりかえり，などをキーワードとして，演習形式
で検討します。

達富　洋二（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年9月26日 教諭
中学校教諭（国

語）
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507017号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】映像・図像史料から考え
る日本現代史

本講習では、いくつかの映像・図像史料を素材として、アジ
ア・太平洋戦争期から高度経済成長期までの日本社会につ
いて考える。講義を通じて、当該期を教える際に必要な基本
的知識・時代像を確認する。さらに、グループ討論を行い、
映像・図像史料を授業実践で有効的に利用していくための
方法を考える。

鬼嶋　淳（教育学部准教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年10月3日 教諭
中（社会科）・高
（地歴科）教諭

6,000円 40人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507018号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】小学校国語科作品を読む

小学校の教科書作品「はなのみち」「スイミー」「ちいちゃん
のかげおくり」「ごんぎつね」「大造じいさんとガン」「海の命」
など複数の作品の解釈や分析の方法について，語彙，音
声，文法，作家論，挿絵などをキーワードとして，講義形態
で検討します（教科書が改訂される年度ですので，扱う作品
は未定です）。

達富　洋二（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 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18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507019号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】地域の郷土玩具ー色・形・
模様の観察に着目した生活科の
授業づくりについて

本講義は，生活科の内容から，自然・地域・生活に関わる
テーマの中でも，低学年の児童にも馴染み易い材料(木・土
等)と単純な造形的特徴(形・色等)を持つ郷土玩具に着目し
ている。そのうえで，郷土玩具の知識や観察の仕方などを
基に，授業づくりにどう生かすかを検討するものです。主に
午前中は郷土玩具についての知識・観察の方法について，
講義やグループワークを行い，午後から学校教材へ生かす
ための工夫について話し合う予定です。

和田　学（教育学部准教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年10月3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24日

令02-
10079-
507020号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】音楽の理解
音楽の授業で歌われる教材をテキストにして、前半は音楽
の要素やその働きについて考え、後半は指揮法の実習を通
じて前半の内容の理解を深めていきます。

今井　治人（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年10月3日 教諭
幼・小・特支教諭

（音楽）
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507021号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】身近な植物観察と安全な
フィールド活動実践

教員の資質能力向上を目的として、文部科学省が推薦して
いるフィールド活動（植物観察）として園児・児童・生徒を引
率する際の注意事項を学ぶ。
午前中は、室内で生物観察のポイントと最近登場した外来
危険動植物などを学習した後に、キャンパス内で安全に配
慮した植物等の観察を実践する。午後は、マイクロバスで有
明海の塩生植物等を実際に観察する。

宮脇　博巳（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年10月31日 教諭
幼・小・中教諭

（理科）
6,000円 20人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507022号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】発達に気がかりのある子
どもたちの理解とかかわり

診断のあるなしにかかわらず、目の前にいる子どものニー
ズを理解し、必要とされるかかわりを工夫できるようになる
ために知識とスキルについて学びます。基本的には座学
（講義）形式です。

山口　玲子（佐賀県総合福祉センター　判定課
(特別心理判定員））

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年11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18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507023号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/
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佐賀大学
【選択】学習面の問題を抱える児
童生徒への支援

学習面の問題を抱える児童生徒について、(1) 基盤が自閉
スペクトラム症である群への対処、(2) 基盤を問わず、認知
能力アンバランスや注意機能障害を持つ群への対処、の２
つの視点に基づいて捉え、(1)に対する｢自閉症行動の理解
と対処の７つ道具｣、(2)に対する「困り点の抽出と自立活動」
という方策を紹介する。学習指導要領、特に自立活動各項
目を活用した特別支援教育の視点を含めて述べる。対面授
業。映像資料を用いる。保健管理、食事摂取の問題も触れ
る。

久野　建夫（國學院大学　人間開発部非常勤講
師）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年11月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 120人
令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507024号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】部活動・体育指導者として
知っておきたい「動きのコツ」（野
球の動作を中心に）

部活動や体育授業でスポーツを指導する際には「なぜそう
動くのか」「そのトレーニングの意味は？」といったことを生
徒に理解させた上で競技に取り組むことにより，競技力もよ
り向上し，論理的な思考力も育まれる。本講習では筋の特
性や力学法則を用いて「よい動き」について考察する。野球
の動きの例示を主とするが、受講者の専門種目に応じて講
習を進める。

井上　伸一（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和2年12月6日 教諭
小・中・高・特別

支援教諭
6,000円 40人

令和2年4月18日～
令和2年4月24日

令02-
10079-
507025号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

鹿児島大学 【選択】組織と戦略の経営学

まずは企業（起業）の起源について，経営管理論の古典と
呼ばれるマックス・ウェーバーの考え方を交えながら説明す
る。
次は戦略の経営学について，経営戦略論の系統を中心に
説明する。さらに戦略と組織デザインと人材育成の関係に
ついて説明する。
最後は組織の中の人について，「金銭報酬の効果」「働くこ
との意味」「過大評価の効果」の３つのトピックスを中心に説
明する。

王　鏡凱（学術研究院法文教育学域法文学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月6日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（公民・

商業）教諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年5月16日

令02-
10084-
508411号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】現代社会と法

本講習は、現代社会が抱える諸問題について家族法と多文
化共生の観点から検討を加える。第１部では、日本社会で
加速度的に進む多文化化の現状を踏まえた上で、鹿児島
の多文化共生に向けた取り組みや課題を理解する。なお、
講習はグループワーク等を通じて進める。第２部では、近年
の新聞報道等で大きく取り上げられた民事裁判を素材とし
て、個々の事件に含まれる家族法上の諸問題の分析を通じ
て、現代社会における法の機能を理解する。

酒井　佑輔（学術研究院法文教育学域法文学
系准教授）
阿部　純一（学術研究院法文教育学域法文学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月20日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（公民）

教諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年5月30日

令02-
10084-
508412号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】仮名遣の歴史

この講習では、国語教育の基礎ともいうべき「仮名遣」を取り
上げて、その歴史を概説する。現代仮名遣はもちろんのこ
と、古典仮名遣とその前段階である上代特殊仮名遣や中～
近世の仮名遣についても概観することにより、仮名遣につい
ての基本認識を高める。

内山　弘（学術研究院法文教育学域法文学系
教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月27日 教諭

中学校(国語)・高
等学校(国語)・中
等教育学校（国
語）・特別支援学

校教諭

6,000円 30人
令和2年4月21日～

令和2年6月6日

令02-
10084-
508413号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】歴史研究の現在：日本史
と東洋史の事例から

　本講習は、東アジア史に関する近年の研究成果を紹介・
解説することを主な内容としている。前半の日本史学の講習
では、日本中世の人物や事象に関する近年までの研究の
成果について、関連する史料をもとに講義する。後半では、
日本・中国などを中心とした東アジア貨幣史を題材として、
近年盛んになりつつあるアジア海域史研究の一端を紹介し
ていく。

金井　静香（学術研究院法文教育学域法文学
系教授）
大田　由紀夫（学術研究院法文教育学域法文
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月18日 教諭
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21日～
令和2年6月27日

令02-
10084-
508414号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】イギリス文学

文学的内容を分かりやすく教えられるよう、英詩、とりわけ
ウィリアム・ワーズワースの英詩群を味読し、イギリス文学
の知識を深める。ワーズワースにとって子供や自然がどの
ような意味を持つのか、また、詩としての特質がどこにあら
われているかといった生徒の素朴な疑問にどう答えるのか
を考える。さらに、英詩を研究対象とする方法を学び、最新
の情報を授業に生かせるようになることを目指す。

大和　高行（学術研究院法文教育学域法文学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月7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21日～
令和2年7月17日

令02-
10084-
508415号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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鹿児島大学 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月23日 教諭
小学校・中学校

（技術）教諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年7月2日

令02-
10084-
508416号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月24日 教諭
小学校・中学校

（技術）教諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年7月3日

令02-
10084-
508417号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校・中学校

（技術）教諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年8月4日

令02-
10084-
508418号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月26日 教諭
小学校・中学校

（技術）教諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年8月5日

令02-
10084-
508419号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年9月22日 教諭
小学校・中学校

（技術）教諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年9月1日

令02-
10084-
508420号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】彫塑をつくる

彫塑の基本である塑造表現による立体造形を行う。モティー
フになるのは人物の頭像であり、粘土により１／２程度の大
きさの頭像制作し、石膏型取りで石膏像として完成させる。
立体表現の方法と石膏素材の扱い方について習得する。

池川　直（学術研究院法文教育学域教育学系
教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年12月6日 教諭
中学校（美術）教

諭
6,000円 8人

令和2年4月21日～
令和2年11月15日

令02-
10084-
508421号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】音楽理論・音楽史

「音楽理論」では、簡単な作曲、編曲等をする際に必要な和
声法の知識を中心とした、中学・高等学校の指導に役立て
ることができる音楽理論を復習し、それらの内容に基づいた
小規模な楽曲作りを実践していく。「音楽史」では中学校の
教科書を用いて、西洋音楽を中心に、各時代において中心
となるトピックを復習しながら、より深い知識を学習する。

石田　匡志（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
梅林　郁子（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校（音楽）・
高等学校（音楽）

教諭
6,000円 15人

令和2年4月21日～
令和2年7月13日

令02-
10084-
508422号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】家庭科における消費者教
育

若年者の消費者被害の防止・救済のため、また、社会の一
員として行動する自立した消費者の育成のためには、家庭
科の授業においてどのような内容をどのような方法を用い
て伝えることが効果的であるのかについて実践的に学ぶ。

石橋　愛架（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和2年4月21日～

令和2年6月6日

令02-
10084-
508423号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-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

鹿児島大学
【選択】家庭科における消費者教
育

若年者の消費者被害の防止・救済のため、また、社会の一
員として行動する自立した消費者の育成のためには、家庭
科の授業においてどのような内容をどのような方法を用い
て伝えることが効果的であるのかについて実践的に学ぶ。

石橋　愛架（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月4日 教諭
小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和2年4月21日～
令和2年6月13日

令02-
10084-
508424号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】家庭科における消費者教
育

若年者の消費者被害の防止・救済のため、また、社会の一
員として行動する自立した消費者の育成のためには、家庭
科の授業においてどのような内容をどのような方法を用い
て伝えることが効果的であるのかについて実践的に学ぶ。

石橋　愛架（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 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 20人
令和2年4月21日～

令和2年8月1日

令02-
10084-
508425号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】家庭科における消費者教
育

若年者の消費者被害の防止・救済のため、また、社会の一
員として行動する自立した消費者の育成のためには、家庭
科の授業においてどのような内容をどのような方法を用い
て伝えることが効果的であるのかについて実践的に学ぶ。

石橋　愛架（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年9月5日 教諭
小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和2年4月21日～
令和2年8月15日

令02-
10084-
508426号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】数学オリンピックの問題解
決

ほんとうの問題とは何かという質問に短く答えるならば、定
石で解けない問題のことである、と言えよう。 このような問
題が眼前にある時、少し大袈裟な表現になるが、 難攻不落
の城を攻めるときのように、四方八方を巡って突破口を見つ
けることから始める必要がある。 この講習では、数学オリン
ピックの問題を例にとって、このような問題解決の方法につ
いて考察する。

磯川　幸直（学術研究院法文教育学域教育学
系特任教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月3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21日～
令和2年7月13日

令02-
10084-
508427号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】プログラミング中級

プログラミングの中級を目指す者は、複数のプログラミング
言語を知るべきである。そうすることにより、どの言語にも存
在する欠点に囚われる危険を避けることができる。気楽にプ
ログラミングができる Python ユーザーは、Haskell の壮麗な
プログラミングや Go の並列プログラミングをも知るべきであ
る。 この講習では、そのような複数言語によるプログラミン
グの機会を提供したい。

磯川　幸直（学術研究院法文教育学域教育学
系特任教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月4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21日～
令和2年7月14日

令02-
10084-
508428号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】小学校理科基礎実験

小学校の理科授業で観察・実験を指導する上で必要とな
る、指導内容に即した観察・実験に関する基礎的な知識と
技能を修得することを目指す。具体的な内容として、エネル
ギー領域の「電気の利用」やものづくり、粒子領域の「物の
溶け方」「燃焼の仕組み」、生命領域の「身の回りの生物」、
地球領域の「土地のつくりと変化」を中心に取り扱い、講義と
演習を組み合わせた形式で講習を行う予定である。

内ノ倉　真吾（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
松井　智彰（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
錦織　寿（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
川西　基博（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月6日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月21日～
令和2年5月16日

令02-
10084-
508429号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】新学習指導要領で求めら
れる理科指導

小学校と中学校の理科学習の円滑な接続を促進するという
観点から、理科カリキュラムの基礎的な知識、観察・実験に
関する基礎的な知識と技能を修得することを目指す。具体
的な内容として、平成29年改訂の小学校及び中学校学習指
導要領の要点、資質・能力を育成する理科指導の理論、観
察・実験の指導法を中心に取り扱い、講義と演習を組み合
わせた形式で講習を行う予定である。

内ノ倉　真吾（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
川西　基博（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月23日 教諭
小学校・中学校

（理科）教諭
6,000円 15人

令和2年4月21日～
令和2年7月2日

令02-
10084-
508430号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】新学習指導要領で求めら
れる理科指導

小学校と中学校の理科学習の円滑な接続を促進するという
観点から、理科カリキュラムの基礎的な知識、観察・実験に
関する基礎的な知識と技能を修得することを目指す。具体
的な内容として、平成29年改訂の小学校及び中学校学習指
導要領の要点、資質・能力を育成する理科指導の理論、観
察・実験の指導法を中心に取り扱い、講義と演習を組み合
わせた形式で講習を行う予定である。

内ノ倉　真吾（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
川西　基博（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年9月5日 教諭
小学校・中学校

（理科）教諭
6,000円 15人

令和2年4月21日～
令和2年8月15日

令02-
10084-
508431号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】新学習指導要領で求めら
れる理科指導

小学校と中学校の理科学習の円滑な接続を促進するという
観点から、理科カリキュラムの基礎的な知識、観察・実験に
関する基礎的な知識と技能を修得することを目指す。具体
的な内容として、平成29年改訂の小学校及び中学校学習指
導要領の要点、資質・能力を育成する理科指導の理論、観
察・実験の指導法を中心に取り扱い、講義と演習を組み合
わせた形式で講習を行う予定である。

内ノ倉　真吾（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
川西　基博（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年10月3日 教諭
小学校・中学校

（理科）教諭
6,000円 15人

令和2年4月21日～
令和2年9月12日

令02-
10084-
508432号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】理科からはじめる持続可
能な開発のための教育（ESD）

小学校・中学校における「持続可能な開発のための教育
（ESD）」の基礎的な知識と教科（理科）でのESDへ取り組む
方策を修得し、学校教育を通じた実践を構想できるようにな
ることを目指す。具体的には、「持続可能な開発のための教
育（ESD）」や「持続可能な開発目標（SDGs）」の基礎的な知
識、理科でのESDに関連する取り組みとして、自然環境調査
を中心に取り扱い、講義と演習を組み合わせた形式で講習
を行う予定である。

内ノ倉　真吾（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
川西　基博（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年10月4日 教諭
小学校・中学校

（理科）教諭
6,000円 15人

令和2年4月21日～
令和2年9月13日

令02-
10084-
508433号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月6日 教諭
幼稚園･幼保連携
型認定こども園

教諭
6,000円 18人

令和2年4月21日～
令和2年5月16日

令02-
10084-
508434号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月20日 教諭
幼稚園･幼保連携
型認定こども園

教諭
6,000円 18人

令和2年4月21日～
令和2年5月30日

令02-
10084-
508435号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月27日 教諭
幼稚園･幼保連携
型認定こども園

教諭
6,000円 18人

令和2年4月21日～
令和2年6月6日

令02-
10084-
508436号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月4日 教諭
幼稚園･幼保連携
型認定こども園

教諭
6,000円 18人

令和2年4月21日～
令和2年6月13日

令02-
10084-
508437号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月18日 教諭
幼稚園･幼保連携
型認定こども園

教諭
6,000円 18人

令和2年4月21日～
令和2年6月27日

令02-
10084-
508438号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月25日 教諭
幼稚園･幼保連携
型認定こども園

教諭
6,000円 18人

令和2年4月21日～
令和2年7月4日

令02-
10084-
508439号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月24日 教諭
幼稚園･幼保連携
型認定こども園

教諭
6,000円 18人

令和2年4月21日～
令和2年8月3日

令02-
10084-
508440号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月25日 教諭
幼稚園･幼保連携
型認定こども園

教諭
6,000円 18人

令和2年4月21日～
令和2年8月4日

令02-
10084-
508441号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】図画工作科教育法

図画工作科の表現領域における内容とその指導方法につ
いて、具体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材
体験）を通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力
と教材解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月29日 教諭 小学校教諭 6,000円 18人
令和2年4月21日～

令和2年8月8日

令02-
10084-
508442号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物
または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレ
ヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確認す
る。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校（美術）・
高等学校（美術）

教諭
6,000円 12人

令和2年4月21日～
令和2年7月10日

令02-
10084-
508443号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物
または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレ
ヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確認す
る。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校（美術）・
高等学校（美術）

教諭
6,000円 12人

令和2年4月21日～
令和2年7月16日

令02-
10084-
508444号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物
または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレ
ヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確認す
る。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校（美術）・
高等学校（美術）

教諭
6,000円 12人

令和2年4月21日～
令和2年7月28日

令02-
10084-
508445号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物
または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレ
ヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確認す
る。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校（美術）・
高等学校（美術）

教諭
6,000円 12人

令和2年4月21日～
令和2年7月30日

令02-
10084-
508446号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物
または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレ
ヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確認す
る。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月28日 教諭
中学校（美術）・
高等学校（美術）

教諭
6,000円 12人

令和2年4月21日～
令和2年8月7日

令02-
10084-
508447号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物
または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレ
ヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確認す
る。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年11月28日 教諭
中学校（美術）・
高等学校（美術）

教諭
6,000円 12人

令和2年4月21日～
令和2年11月7日

令02-
10084-
508448号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

0歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに，
母子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，
感性の育み，言葉と思考，食事とトイレトレーニング，自立
性，整理整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期にお
ける親からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をも
たらすのかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月13日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定子ども

園教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年5月23日

令02-
10084-
508449号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

0歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに，
母子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，
感性の育み，言葉と思考，食事とトイレトレーニング，自立
性，整理整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期にお
ける親からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をも
たらすのかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月11日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定子ども

園教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年6月20日

令02-
10084-
508450号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

0歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに，
母子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，
感性の育み，言葉と思考，食事とトイレトレーニング，自立
性，整理整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期にお
ける親からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をも
たらすのかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月29日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定子ども

園教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月8日

令02-
10084-
508451号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

0歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに，
母子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，
感性の育み，言葉と思考，食事とトイレトレーニング，自立
性，整理整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期にお
ける親からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をも
たらすのかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月15日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定子ども

園教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月25日

令02-
10084-
508452号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

0歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに，
母子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，
感性の育み，言葉と思考，食事とトイレトレーニング，自立
性，整理整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期にお
ける親からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をも
たらすのかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月28日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定子ども

園教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年8月7日

令02-
10084-
508453号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容
である，カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導
に反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月27日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校教諭、養護

教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年6月6日

令02-
10084-
508454号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容
である，カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導
に反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月23日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校教諭、養護

教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月2日

令02-
10084-
508455号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容
である，カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導
に反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月4日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校教諭、養護

教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月14日

令02-
10084-
508456号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容
である，カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導
に反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月16日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校教諭、養護

教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月26日

令02-
10084-
508457号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容
である，カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導
に反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月27日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校教諭、養護

教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年8月6日

令02-
10084-
508458号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】思春期から青年期にかけ
ての生徒の人格・情緒発達

思春期から青年期にかけての生徒の人格・情緒面の特徴
について解説する。主なテーマは，思春期の傷つき，思春期
の友達関係，精神的回復力，完全主義，学級経営のあり
方，いじめ，不登校，保護者対応，思春期の生徒に対する
大人の役割，思春期・青年期にみられる心身の症状，現代
の青年期の特徴，青年期カウンセリングの特徴，自立といっ
た内容である。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月27日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭、養護教

諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月6日

令02-
10084-
508459号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】思春期から青年期にかけ
ての生徒の人格・情緒発達

思春期から青年期にかけての生徒の人格・情緒面の特徴
について解説する。主なテーマは，思春期の傷つき，思春期
の友達関係，精神的回復力，完全主義，学級経営のあり
方，いじめ，不登校，保護者対応，思春期の生徒に対する
大人の役割，思春期・青年期にみられる心身の症状，現代
の青年期の特徴，青年期カウンセリングの特徴，自立といっ
た内容である。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭、養護教

諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月17日

令02-
10084-
508460号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】思春期から青年期にかけ
ての生徒の人格・情緒発達

思春期から青年期にかけての生徒の人格・情緒面の特徴
について解説する。主なテーマは，思春期の傷つき，思春期
の友達関係，精神的回復力，完全主義，学級経営のあり
方，いじめ，不登校，保護者対応，思春期の生徒に対する
大人の役割，思春期・青年期にみられる心身の症状，現代
の青年期の特徴，青年期カウンセリングの特徴，自立といっ
た内容である。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭、養護教

諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月28日

令02-
10084-
508461号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】思春期から青年期にかけ
ての生徒の人格・情緒発達

思春期から青年期にかけての生徒の人格・情緒面の特徴
について解説する。主なテーマは，思春期の傷つき，思春期
の友達関係，精神的回復力，完全主義，学級経営のあり
方，いじめ，不登校，保護者対応，思春期の生徒に対する
大人の役割，思春期・青年期にみられる心身の症状，現代
の青年期の特徴，青年期カウンセリングの特徴，自立といっ
た内容である。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月26日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭、養護教

諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年8月5日

令02-
10084-
508462号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】児童（小学校）期における
子どもの人格・情緒発達

小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の
内容である。すなわち，快体験と不快体験，けじめ感覚，現
実のルール，秩序感覚，中心性の感覚，抽象的な原理・原
則を考える力，優勝劣敗への抵抗力，コミュニケーションス
キル，自己効力感，自己肯定感，学習意欲である。また低
学年における行動形成と型の指導，規範意識，道徳教育の
必要性について解説する。さらに高学年の対応のあり方に
ついても言及する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月24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21日～

令和2年7月3日

令02-
10084-
508463号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】児童（小学校）期における
子どもの人格・情緒発達

小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の
内容である。すなわち，快体験と不快体験，けじめ感覚，現
実のルール，秩序感覚，中心性の感覚，抽象的な原理・原
則を考える力，優勝劣敗への抵抗力，コミュニケーションス
キル，自己効力感，自己肯定感，学習意欲である。また低
学年における行動形成と型の指導，規範意識，道徳教育の
必要性について解説する。さらに高学年の対応のあり方に
ついても言及する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月6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21日～
令和2年7月16日

令02-
10084-
508464号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】児童（小学校）期における
子どもの人格・情緒発達

小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の
内容である。すなわち，快体験と不快体験，けじめ感覚，現
実のルール，秩序感覚，中心性の感覚，抽象的な原理・原
則を考える力，優勝劣敗への抵抗力，コミュニケーションス
キル，自己効力感，自己肯定感，学習意欲である。また低
学年における行動形成と型の指導，規範意識，道徳教育の
必要性について解説する。さらに高学年の対応のあり方に
ついても言及する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月17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21日～
令和2年7月27日

令02-
10084-
508465号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】児童（小学校）期における
子どもの人格・情緒発達

小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の
内容である。すなわち，快体験と不快体験，けじめ感覚，現
実のルール，秩序感覚，中心性の感覚，抽象的な原理・原
則を考える力，優勝劣敗への抵抗力，コミュニケーションス
キル，自己効力感，自己肯定感，学習意欲である。また低
学年における行動形成と型の指導，規範意識，道徳教育の
必要性について解説する。さらに高学年の対応のあり方に
ついても言及する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月25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21日～

令和2年8月4日

令02-
10084-
508466号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学びとは何か，学習の成
立条件を考える

学びの本質について考察する。主な内容は，理論と実践の
関係，「わかる」と「学び」の定義，社会像と学び，学びを捉え
る二つの立場（個人と社会），個性について，実学志向と学
び，教師の役割，学ぶ必然性といったテーマについて解説
する。本講習の目的は，学びを捉える視点を紹介し，教師と
して生徒に学びを語る言葉を見つけてもらう点にある。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月28日 教諭
小学校・中学校・

高校教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月7日

令02-
10084-
508467号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学びとは何か，学習の成
立条件を考える

学びの本質について考察する。主な内容は，理論と実践の
関係，「わかる」と「学び」の定義，社会像と学び，学びを捉え
る二つの立場（個人と社会），個性について，実学志向と学
び，教師の役割，学ぶ必然性といったテーマについて解説
する。本講習の目的は，学びを捉える視点を紹介し，教師と
して生徒に学びを語る言葉を見つけてもらう点にある。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月10日 教諭
小学校・中学校・

高校教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月20日

令02-
10084-
508468号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学びとは何か，学習の成
立条件を考える

学びの本質について考察する。主な内容は，理論と実践の
関係，「わかる」と「学び」の定義，社会像と学び，学びを捉え
る二つの立場（個人と社会），個性について，実学志向と学
び，教師の役割，学ぶ必然性といったテーマについて解説
する。本講習の目的は，学びを捉える視点を紹介し，教師と
して生徒に学びを語る言葉を見つけてもらう点にある。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校・中学校・

高校教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月29日

令02-
10084-
508469号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】日本の家庭生活の現状と
家庭科教育

　本講習では、日本の家庭生活の現状について、①高齢化
ならびに少子化に焦点を当て、現状（少子高齢化の将来
像、地域別でみた少子高齢化、少子高齢化の国際的動向、
少子高齢化の要因など）と課題の分析、②衣・食・住・消費
生活・保育など家庭生活に関連するそれぞれの生活に焦点
を当て、小・中・高等学校の家庭科の教育内容との関連の
解説を行う。

黒光　貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月25日 教諭
小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和2年4月21日～

令和2年7月4日

令02-
10084-
508470号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】日本の家庭生活の現状と
家庭科教育

　本講習では、日本の家庭生活の現状について、①高齢化
ならびに少子化に焦点を当て、現状（少子高齢化の将来
像、地域別でみた少子高齢化、少子高齢化の国際的動向、
少子高齢化の要因など）と課題の分析、②衣・食・住・消費
生活・保育など家庭生活に関連するそれぞれの生活に焦点
を当て、小・中・高等学校の家庭科の教育内容との関連の
解説を行う。

黒光　貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月17日 教諭
小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和2年4月21日～
令和2年7月27日

令02-
10084-
508471号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】日本の住生活の現状と家
庭科教育

　本講習では、住生活に焦点を当て、日本と外国の違いか
ら日本の住まいの特徴（靴を脱いで生活をするようになった
理由・畳を使うようになった理由など）を、住宅・土地統計調
査など住生活に関する調査から、日本の住生活の現状（住
宅数・建て方・所有形態別割合など）と課題を分析し、小・
中・高等学校の家庭科の教育内容（衣・食・住・消費生活・保
育など）との関連の解説を行う。

黒光　貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月26日 教諭
小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和2年4月21日～

令和2年7月5日

令02-
10084-
508472号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】日本の住生活の現状と家
庭科教育

　本講習では、住生活に焦点を当て、日本と外国の違いか
ら日本の住まいの特徴（靴を脱いで生活をするようになった
理由・畳を使うようになった理由など）を、住宅・土地統計調
査など住生活に関する調査から、日本の住生活の現状（住
宅数・建て方・所有形態別割合など）と課題を分析し、小・
中・高等学校の家庭科の教育内容（衣・食・住・消費生活・保
育など）との関連の解説を行う。

黒光　貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和2年4月21日～
令和2年7月28日

令02-
10084-
508473号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】クロッキーとデッサン

絵画表現に必要な造形要素と、クロッキー・スケッチ・デッサ
ンの相違点と描画法について解説する。静物または人物モ
チーフの鉛筆スケッチ・クロッキーおよび木炭デッサンを行う
ことで、絵画教育に必要な指導法を確認する。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月27日 教諭
中学校（美術）・
高等学校（美術）

教諭
6,000円 15人

令和2年4月21日～
令和2年7月6日

令02-
10084-
508474号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】最近の英語教育の動向に
ついて

2020年4月から小学校5、6年次において、正式教科としての
英語教育が始まり、中学校でも2021年度から新しい教科書
が使用されます。また、英語教育関係者は大学入試への民
間試験導入等に対しても、動向に注目しています。本講習
は様々な受講者に対して、最新の英語教育の動向に焦点を
当て、受講生の方々に分かり易く解説します。

坂本　育生（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月11日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校（英語）・
高等学校（英

語）・特別支援学
校教諭

6,000円 100人
令和2年4月21日～
令和2年7月21日

令02-
10084-
508475号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】最近の英語教育の動向に
ついて

2020年4月から小学校5、6年次において、正式教科としての
英語教育が始まり、中学校でも2021年度から新しい教科書
が使用されます。また、英語教育関係者は大学入試への民
間試験導入等に対しても、動向に注目しています。本講習
は様々な受講者に対して、最新の英語教育の動向に焦点を
当て、受講生の方々に分かり易く解説します。

坂本　育生（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月17日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校（英語）・
高等学校（英

語）・特別支援学
校教諭

6,000円 100人
令和2年4月21日～
令和2年7月27日

令02-
10084-
508476号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】意欲をはぐくむ教育実践

意欲に関する基礎的理解と子どもの意欲をはぐくむための
具体的な教育実践について、学級経営、学習指導、生徒指
導、特別活動など様々な視点から受講者自身の取り組みを
振り返るとともに、今後の教育実践の工夫について考える。

迫田　孝志（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
原之園　哲哉（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月27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 50人
令和2年4月21日～

令和2年6月6日

令02-
10084-
508477号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】意欲をはぐくむ教育実践

意欲に関する基礎的理解と子どもの意欲をはぐくむための
具体的な教育実践について、学級経営、学習指導、生徒指
導、特別活動など様々な視点から受講者自身の取り組みを
振り返るとともに、今後の教育実践の工夫について考える。

迫田　孝志（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
原之園　哲哉（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月23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 50人
令和2年4月21日～

令和2年8月2日

令02-
10084-
508478号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】意欲をはぐくむ教育実践

意欲に関する基礎的理解と子どもの意欲をはぐくむための
具体的な教育実践について、学級経営、学習指導、生徒指
導、特別活動など様々な視点から受講者自身の取り組みを
振り返るとともに、今後の教育実践の工夫について考える。

迫田　孝志（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
原之園　哲哉（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年9月26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 50人
令和2年4月21日～

令和2年9月5日

令02-
10084-
508479号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】意欲をはぐくむ教育実践

意欲に関する基礎的理解と子どもの意欲をはぐくむための
具体的な教育実践について、学級経営、学習指導、生徒指
導、特別活動など様々な視点から受講者自身の取り組みを
振り返るとともに、今後の教育実践の工夫について考える。

迫田　孝志（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
原之園　哲哉（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年10月3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 50人
令和2年4月21日～
令和2年9月12日

令02-
10084-
508480号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期の社会性の発
達

本講習では，乳幼児期の社会性の発達を心理学の観点か
ら概説する。講習を通して子どもの発達理解の視点を整理
し，社会性の発達を支える保育者の役割についての理解を
深めることを目指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養
護教諭も受講できるが，『幼稚園教育要領』の領域「人間関
係」の一部に対応したものであり，幼稚園教諭を主たる対象
とした内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年6月20日
教諭

養護教
諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教

諭

6,000円 40人
令和2年4月21日～
令和2年5月30日

令02-
10084-
508481号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】乳幼児期の社会性の発
達

本講習では，乳幼児期の社会性の発達を心理学の観点か
ら概説する。講習を通して子どもの発達理解の視点を整理
し，社会性の発達を支える保育者の役割についての理解を
深めることを目指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養
護教諭も受講できるが，『幼稚園教育要領』の領域「人間関
係」の一部に対応したものであり，幼稚園教諭を主たる対象
とした内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月17日
教諭

養護教
諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教

諭

6,000円 100人
令和2年4月21日～
令和2年7月27日

令02-
10084-
508482号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期の社会性の発
達

本講習では，乳幼児期の社会性の発達を心理学の観点か
ら概説する。講習を通して子どもの発達理解の視点を整理
し，社会性の発達を支える保育者の役割についての理解を
深めることを目指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養
護教諭も受講できるが，『幼稚園教育要領』の領域「人間関
係」の一部に対応したものであり，幼稚園教諭を主たる対象
とした内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月30日
教諭

養護教
諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教

諭

6,000円 100人
令和2年4月21日～

令和2年8月9日

令02-
10084-
508483号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児理解の心理

本講習では，幼児期の特徴を発達心理学の観点から概説
し，子どもの発達を支援するための保育者の役割について
考察する。その後，子ども理解に基づいた保育実践につい
て事例検討とグループ・ディスカッションを行い，子ども理解
の深化，保育の改善を目指す。なお，本講習は小学校等の
教諭，養護教諭も受講できるが，幼稚園教諭を主たる対象
とした内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年6月21日
教諭

養護教
諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教

諭

6,000円 40人
令和2年4月21日～
令和2年5月31日

令02-
10084-
508484号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児理解の心理

本講習では，幼児期の特徴を発達心理学の観点から概説
し，子どもの発達を支援するための保育者の役割について
考察する。その後，子ども理解に基づいた保育実践につい
て事例検討とグループ・ディスカッションを行い，子ども理解
の深化，保育の改善を目指す。なお，本講習は小学校等の
教諭，養護教諭も受講できるが，幼稚園教諭を主たる対象
とした内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教

諭

6,000円 100人
令和2年4月21日～
令和2年7月28日

令02-
10084-
508485号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児理解の心理

本講習では，幼児期の特徴を発達心理学の観点から概説
し，子どもの発達を支援するための保育者の役割について
考察する。その後，子ども理解に基づいた保育実践につい
て事例検討とグループ・ディスカッションを行い，子ども理解
の深化，保育の改善を目指す。なお，本講習は小学校等の
教諭，養護教諭も受講できるが，幼稚園教諭を主たる対象
とした内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月31日
教諭

養護教
諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教

諭

6,000円 100人
令和2年4月21日～
令和2年8月10日

令02-
10084-
508486号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児理解の方法

本講習では、エピソードやストーリー記述に基づく幼児理解
の方法について取り上げる。事例を通したディスカッションに
重きを置くため、講習を前半（3時間）と後半（3時間）の両日
に分ける。まず前半で幼児の心理学的特徴、幼児理解の方
法について概説する。2、3週間の実践観察期間を挟み、後
半では、受講者が持ち寄った事例検討とディスカッションを
行い、幼児を肯定的にとらえる視点と方法について理解を
深めていく。なお、幼小連携の観点から、小学校教諭も対象
とする。

下木戸　隆司（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間
令和2年6月27日、
令和2年7月18日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校･幼
保連携型認定こ

ども園教諭

6,000円 30人
令和2年4月21日～

令和2年6月6日

令02-
10084-
508487号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】書写教育と文字文化

小・中学校の書写教育に必要な知識・技能の深化を図る。
知識としては，学習指導要領、漢字・仮名の歴史，字体の標
準，文字文化等が挙げられる。技能としては，姿勢・執筆，
楷書・行書の用筆と運筆，字形の整え方，配置・配列などで
ある。講習の終末には，自選の語句を楷書または行書で創
作し，手書き文字の豊かさや文字文化の多様性を実感でき
るようにする。

瀬筒　寛之（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月2日 教諭
小学校・中学校

（国語）教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月12日

令02-
10084-
508488号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学 【選択】書写教育と文字文化

小・中学校の書写教育に必要な知識・技能の深化を図る。
知識としては，学習指導要領、漢字・仮名の歴史，字体の標
準，文字文化等が挙げられる。技能としては，姿勢・執筆，
楷書・行書の用筆と運筆，字形の整え方，配置・配列などで
ある。講習の終末には，自選の語句を楷書または行書で創
作し，手書き文字の豊かさや文字文化の多様性を実感でき
るようにする。

瀬筒　寛之（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校・中学校

（国語）教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月28日

令02-
10084-
508489号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】書写教育と文字文化

小・中学校の書写教育に必要な知識・技能の深化を図る。
知識としては，学習指導要領、漢字・仮名の歴史，字体の標
準，文字文化等が挙げられる。技能としては，姿勢・執筆，
楷書・行書の用筆と運筆，字形の整え方，配置・配列などで
ある。講習の終末には，自選の語句を楷書または行書で創
作し，手書き文字の豊かさや文字文化の多様性を実感でき
るようにする。

瀬筒　寛之（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校・中学校

（国語）教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月29日

令02-
10084-
508490号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】書写教育と文字文化

小・中学校の書写教育に必要な知識・技能の深化を図る。
知識としては，学習指導要領、漢字・仮名の歴史，字体の標
準，文字文化等が挙げられる。技能としては，姿勢・執筆，
楷書・行書の用筆と運筆，字形の整え方，配置・配列などで
ある。講習の終末には，自選の語句を楷書または行書で創
作し，手書き文字の豊かさや文字文化の多様性を実感でき
るようにする。

瀬筒　寛之（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校・中学校

（国語）教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年8月4日

令02-
10084-
508491号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】書写教育と文字文化

小・中学校の書写教育に必要な知識・技能の深化を図る。
知識としては，学習指導要領、漢字・仮名の歴史，字体の標
準，文字文化等が挙げられる。技能としては，姿勢・執筆，
楷書・行書の用筆と運筆，字形の整え方，配置・配列などで
ある。講習の終末には，自選の語句を楷書または行書で創
作し，手書き文字の豊かさや文字文化の多様性を実感でき
るようにする。

瀬筒　寛之（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月26日 教諭
小学校・中学校

（国語）教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年8月5日

令02-
10084-
508492号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】家庭科におけるパフォー
マンス評価を取り入れた授業デ
ザイン

児童・生徒の理解を適切に確かめる評価方法を開発し、授
業デザインに結びつけることが「主体的・対話的で深い学
び」を導く家庭科教育の実現のために求められる。本講習で
は評価方法の一例として「パフォーマンス評価」を取り上げ、
前半ではその理論を概説し、後半は小・中・高の家庭科（技
術・家庭科家庭分野）における実践的な評価課題の作成方
法について探究する。

瀨川　朗（学術研究院法文教育学域教育学系
講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月6日 教諭
小学校・中学校

(家庭)・高等学校
(家庭) 教諭

6,000円 15人
令和2年4月21日～
令和2年5月16日

令02-
10084-
508493号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】家庭科におけるパフォー
マンス評価を取り入れた授業デ
ザイン

児童・生徒の理解を適切に確かめる評価方法を開発し、授
業デザインに結びつけることが「主体的・対話的で深い学
び」を導く家庭科教育の実現のために求められる。本講習で
は評価方法の一例として「パフォーマンス評価」を取り上げ、
前半ではその理論を概説し、後半は小・中・高の家庭科（技
術・家庭科家庭分野）における実践的な評価課題の作成方
法について探究する。

瀨川　朗（学術研究院法文教育学域教育学系
講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年10月18日 教諭
小学校・中学校

(家庭)・高等学校
(家庭) 教諭

6,000円 15人
令和2年4月21日～
令和2年9月27日

令02-
10084-
508494号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学外公共施設を活用した
科学教育

鹿児島市立科学館における実習，見学を含む講習を通し
て，学外公共施設を活用した科学と理科の学習について，
その意義と方法を考察する。学外公共施設は，幼児から大
人に至る広い年齢層の利用を目指しているので，本講習
は，科学教育に興味関心のある幼稚園教諭，幼保連携型
認定こども園教諭，小学校教諭，中学校理科担当教諭，義
務教育学校教諭を対象とする。

土田　理（学術研究院法文教育学域教育学系
教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月19日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校（理科）・
義務教育学校・
幼保連携型認定

こども園教諭

6,000円 40人
令和2年4月21日～
令和2年7月29日

令02-
10084-
508495号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】小学校体育「ボール運動
（ゴール型）」の教材づくり

小学校体育「ボール運動領域（ゴール型）」で取り扱われる
ゲーム教材を，「バスケットボール」を例に取り扱う。前半は
種目特有の本質的な楽しさを担保しつつ，みんなが上手に
なり活躍できるようにするための基本的な考え方を学び，後
半は実技を通してその実践的な運用方法を学ぶ。なお，小
学校における事例を内容の中核とするため，主な受講対象
者を小学校教諭とするが，中・高等学校教諭も受講可とす
る。

中島　友樹（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月20日 教諭

小学校教諭（中
学校（保健体
育）・高等学校

（保健体育）教諭
も可）

6,000円 20人
令和2年4月21日～
令和2年5月30日

令02-
10084-
508496号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校体育「ボール運動
（ゴール型）」の教材づくり

小学校体育「ボール運動領域（ゴール型）」で取り扱われる
ゲーム教材を，「バスケットボール」を例に取り扱う。前半は
種目特有の本質的な楽しさを担保しつつ，みんなが上手に
なり活躍できるようにするための基本的な考え方を学び，後
半は実技を通してその実践的な運用方法を学ぶ。なお，小
学校における事例を内容の中核とするため，主な受講対象
者を小学校教諭とするが，中・高等学校教諭も受講可とす
る。

中島　友樹（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年11月28日 教諭

小学校教諭（中
学校（保健体
育）・高等学校

（保健体育）教諭
も可）

6,000円 20人
令和2年4月21日～
令和2年11月7日

令02-
10084-
508497号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校体育「ボール運動
（ネット型）」の教材づくり

小学校体育「ボール運動領域（ネット型）」で取り扱われる
ゲーム教材を，「バレーボール」を例に取り扱う。前半は種
目特有の本質的な楽しさを担保しつつ，みんなが上手にな
り活躍できるようにするための基本的な考え方を学び，後半
は実技を通してその実践的な運用方法を学ぶ。なお，小学
校における事例を内容の中核とするため，主な受講対象者
を小学校教諭とするが，中・高等学校教諭も受講可とする。

中島　友樹（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月4日 教諭

小学校教諭（中
学校（保健体
育）・高等学校

（保健体育）教諭
も可）

6,000円 20人
令和2年4月21日～
令和2年6月13日

令02-
10084-
508498号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校体育「ボール運動
（ベースボール型）」の教材づくり

小学校体育「ボール運動領域（ベースボール型）」で取り扱
われるゲーム教材を，「ソフトボール」を例に取り扱う。前半
は種目特有の本質的な楽しさを担保しつつ，みんなが上手
になり活躍できるようにするための基本的な考え方を学び，
後半は実技を通してその実践的な運用方法を学ぶ。なお，
小学校における事例を内容の中核とするため，主な受講対
象者を小学校教諭とするが，中・高等学校教諭も受講可と
する。

中島　友樹（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年10月31日 教諭

小学校教諭（中
学校（保健体
育）・高等学校

（保健体育）教諭
も可）

6,000円 20人
令和2年4月21日～
令和2年10月10日

令02-
10084-
508499号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校国語科における
「書くこと」の指導法

　平成29年告示の学習指導要領における「書くこと」の言語
活動例を踏まえ、その学習指導上のポイントについて、理論
的な整理を行う。また、各小学校が長期休業中の課題とし
て設定することが多い「生活文」を取り上げ、大村はま氏の
実践例を参考にしながら、今後の指導上の工夫や改善点に
ついて考察を行う。なお、小学校の事例を多く扱うため、主
な受講対象者は小学校教諭とするが、中学校国語科教諭も
受講可能。

原田　義則（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月6日 教諭
小学校・中学校

（国語）教諭
6,000円 14人

令和2年4月21日～
令和2年5月16日

令02-
10084-
508500号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校国語科における
「書くこと」の指導法

　平成29年告示の学習指導要領における「書くこと」の言語
活動例を踏まえ、その学習指導上のポイントについて、理論
的な整理を行う。また、各小学校が長期休業中の課題とし
て設定することが多い「生活文」を取り上げ、大村はま氏の
実践例を参考にしながら、今後の指導上の工夫や改善点に
ついて考察を行う。なお、小学校の事例を多く扱うため、主
な受講対象者は小学校教諭とするが、中学校国語科教諭も
受講可能。

原田　義則（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年6月27日 教諭
小学校・中学校

（国語）教諭
6,000円 14人

令和2年4月21日～
令和2年6月6日

令02-
10084-
508501号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】英語のしくみと異文化理
解の関係性

英語の音声・語彙・文構造・文法・正書法等のしくみは全て
互いに関連したものであり，さらに，それらは英語圏の文化
に深く根ざしている。このような認識のもと，英語によるコミュ
ニケーション能力を育成していく上で，特に日本人学習者に
とってどのようなことが問題となるのかを解説していく。

濱崎　孔一廊（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月10日 教諭
小学校・中学校
（英語）・高等学
校（英語）教諭

6,000円 100人
令和2年4月21日～
令和2年7月20日

令02-
10084-
508502号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】鹿児島の歴史探訪

鹿児島県域は日本国の南端に位置し、国境に近い場所に
ありました。その結果対外勢力との関係も色々生じてきまし
た。時には奄美大島等南島の人々が現在の九州地方を襲
撃することもありました。また交易利潤をめぐり大宰府役人
が.大隅国府(大隅国の政治の中心地)を焼き打ちした事件も
起きています。平安時代現鹿児島県域で起きた事件を素材
として、鹿児島県域の歴史を学びます。

日隈　正守（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
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

6,000円 60人
令和2年4月21日～
令和2年7月30日

令02-
10084-
508503号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】鹿児島の歴史探訪

鹿児島県域は日本国の南端に位置し、国境に近い場所に
ありました。その結果対外勢力との関係も色々生じてきまし
た。時には奄美大島等南島の人々が現在の九州地方を襲
撃することもありました。また交易利潤をめぐり大宰府役人
が.大隅国府(大隅国の政治の中心地)を焼き打ちした事件も
起きています。平安時代現鹿児島県域で起きた事件を素材
として、鹿児島県域の歴史を学びます。

日隈　正守（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月24日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 60人
令和2年4月21日～

令和2年8月3日

令02-
10084-
508504号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】中学校技術科における金
属加工の基礎

中学校技術科の金属加工領域の内容について実習を中心
に学びます。金属加工の内容を久しく扱ってない,あるいは
免許外教科担任制度で担当している方なども想定し基本的
な内容になります。今回は鍛冶技術を中心に鍛造，研削そ
して熱処理などを扱う予定です。

深川　和良（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月27日 教諭
中学校（技術）教

諭
6,000円 10人

令和2年4月21日～
令和2年7月6日

令02-
10084-
508505号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校プログラミング教
育の進め方

 本講習では、小学校学習指導要領に対応した授業改善と
して、児童の「プログラミング的思考」を育成するため、教員
のプログラミング教育に関する基礎的認識を共有し、指導法
改善の研修を深めていく。まず、小学校での情報教育やプ
ログラミング教育の目的を理解し、先進的な事例を紹介し、
具体的な展開を学ぶ。実際にプログラミングを体験するな
ど、演習や実技を通じて授業設計やカリキュラムマネジメン
トの視点から深めていく。

山本　朋弘（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月6日 教諭
小学校・特別支

援学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月21日～
令和2年5月16日

令02-
10084-
508506号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校プログラミング教
育の進め方

 本講習では、小学校学習指導要領に対応した授業改善と
して、児童の「プログラミング的思考」を育成するため、教員
のプログラミング教育に関する基礎的認識を共有し、指導法
改善の研修を深めていく。まず、小学校での情報教育やプ
ログラミング教育の目的を理解し、先進的な事例を紹介し、
具体的な展開を学ぶ。実際にプログラミングを体験するな
ど、演習や実技を通じて授業設計やカリキュラムマネジメン
トの視点から深めていく。

山本　朋弘（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年11月21日 教諭
小学校・特別支

援学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月21日～
令和2年10月31日

令02-
10084-
508507号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校プログラミング教
育の進め方

 本講習では、小学校学習指導要領に対応した授業改善と
して、児童の「プログラミング的思考」を育成するため、教員
のプログラミング教育に関する基礎的認識を共有し、指導法
改善の研修を深めていく。まず、小学校での情報教育やプ
ログラミング教育の目的を理解し、先進的な事例を紹介し、
具体的な展開を学ぶ。実際にプログラミングを体験するな
ど、演習や実技を通じて授業設計やカリキュラムマネジメン
トの視点から深めていく。

山本　朋弘（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年11月22日 教諭
小学校・特別支

援学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月21日～
令和2年11月1日

令02-
10084-
508508号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】授業でのICT活用による
指導法の改善

本講習では，学習指導要領等の動向を踏まえつつ，ICTを
活用した授業における指導法改善についての研修を深めて
いく。まず，電子黒板や実物投影機等のICTの特性を知り，
各校種・各教科での好事例を紹介し，より効果的な活用場
面を検討する。さらに，タブレット型端末を活用した授業，テ
レビ会議を用いた遠隔授業など，今後普及が期待される機
器の活用事例から，授業での指導法改善をどう図るか，授
業設計や教材開発，情報教育（情報モラルを含む）の視点
から深めていく。

山本　朋弘（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年11月29日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円 40人
令和2年4月21日～
令和2年11月8日

令02-
10084-
508509号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】授業でのICT活用による
指導法の改善

本講習では，学習指導要領等の動向を踏まえつつ，ICTを
活用した授業における指導法改善についての研修を深めて
いく。まず，電子黒板や実物投影機等のICTの特性を知り，
各校種・各教科での好事例を紹介し，より効果的な活用場
面を検討する。さらに，タブレット型端末を活用した授業，テ
レビ会議を用いた遠隔授業など，今後普及が期待される機
器の活用事例から，授業での指導法改善をどう図るか，授
業設計や教材開発，情報教育（情報モラルを含む）の視点
から深めていく。

山本　朋弘（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年12月5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4月21日～
令和2年11月14日

令02-
10084-
508510号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】確かな授業力の育成（小
学校）

本講習では、小学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確認
する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実態
に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を行っ
たり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果的な
学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に
活かすことができるようにする。

髙味　淳（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
山口　幸彦（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年8月6日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月21日～
令和2年7月16日

令02-
10084-
508511号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】確かな授業力の育成（小
学校）

本講習では、小学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確認
する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実態
に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を行っ
たり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果的な
学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に
活かすことができるようにする。

髙味　淳（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
山口　幸彦（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 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21日～
令和2年7月30日

令02-
10084-
508512号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】確かな授業力の育成（小
学校）

本講習では、小学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確認
する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実態
に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を行っ
たり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果的な
学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に
活かすことができるようにする。

髙味　淳（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
山口　幸彦（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年10月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月21日～
令和2年9月27日

令02-
10084-
508513号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】確かな授業力の育成（中
学校）

本講習では、中学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確認
する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実態
に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を行っ
たり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果的な
学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に
活かすことができるようにする。

山元　卓也（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
奥山　茂樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年8月6日 教諭 中学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月21日～
令和2年7月16日

令02-
10084-
508514号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】確かな授業力の育成（中
学校）

本講習では、中学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確認
する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実態
に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を行っ
たり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果的な
学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に
活かすことができるようにする。

山元　卓也（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
奥山　茂樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月20日 教諭 中学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月21日～
令和2年7月30日

令02-
10084-
508515号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】確かな授業力の育成（中
学校）

本講習では、中学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確認
する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実態
に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を行っ
たり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果的な
学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に
活かすことができるようにする。

山元　卓也（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
奥山　茂樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年10月18日 教諭 中学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月21日～
令和2年9月27日

令02-
10084-
508516号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】幼小連携によるスタートカ
リキュラムの推進と生活科教育

  新しい学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学
び」を実現するために、生活科教育の実践においてその目
標・内容・方法について具体的な改善策等を講義や演習に
より理解するとともに、幼小連携による小学校入門期のス
タートカリキュラムの実践上の課題について、自らの学校の
指導計画と実践上の課題をもとに検討し、そのあり方やより
よい指導計画への改善へとつなげることができるようにす
る。また、養護教諭については、「学校探検」や「先生のお仕
事」等、子供たちとのかかわりが多いこととスタートカリキュ
ラムが全校体制のもとに実施することが強く求められている
ことから対象とする。

山口　幸彦（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月27日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
幼保連携型認定
こども園教諭、養

護教諭

6,000円 30人
令和2年4月21日～

令和2年6月6日

令02-
10084-
508517号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】幼小連携によるスタートカ
リキュラムの推進と生活科教育

  新しい学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学
び」を実現するために、生活科教育の実践においてその目
標・内容・方法について具体的な改善策等を講義や演習に
より理解するとともに、幼小連携による小学校入門期のス
タートカリキュラムの実践上の課題について、自らの学校の
指導計画と実践上の課題をもとに検討し、そのあり方やより
よい指導計画への改善へとつなげることができるようにす
る。また、養護教諭については、「学校探検」や「先生のお仕
事」等、子供たちとのかかわりが多いこととスタートカリキュ
ラムが全校体制のもとに実施することが強く求められている
ことから対象とする。

山口　幸彦（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月29日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
幼保連携型認定
こども園教諭、養

護教諭

6,000円 30人
令和2年4月21日～

令和2年8月8日

令02-
10084-
508518号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】不登校に関する基本的な
理解と支援

不登校は，その背景や行動について，その本人と関わる機
会が少なくなるため，理解することが難しいとされる。そのた
め，教師にとって戸惑う課題の一つであると言えよう。本講
習では，不登校について，本人の感情や行動面に注目を
し，その理解について，いくつかの視点からの解説を行う。
また，支援のあり方については，事例を取り上げながら，検
討できる機会を設けていきたいと考える。

有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月10日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 100人
令和2年4月21日～
令和2年7月20日

令02-
10084-
508519号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】不登校に関する基本的な
理解と支援

不登校は，その背景や行動について，その本人と関わる機
会が少なくなるため，理解することが難しいとされる。そのた
め，教師にとって戸惑う課題の一つであると言えよう。本講
習では，不登校について，本人の感情や行動面に注目を
し，その理解について，いくつかの視点からの解説を行う。
また，支援のあり方については，事例を取り上げながら，検
討できる機会を設けていきたいと考える。

有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年10月18日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 50人
令和2年4月21日～
令和2年9月27日

令02-
10084-
508520号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月20日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 36人

令和2年4月21日～
令和2年5月30日

令02-
10084-
508521号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月11日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 36人

令和2年4月21日～
令和2年6月20日

令02-
10084-
508522号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 36人

令和2年4月21日～
令和2年7月29日

令02-
10084-
508523号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年9月5日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 36人

令和2年4月21日～
令和2年8月15日

令02-
10084-
508524号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年9月26日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 36人

令和2年4月21日～
令和2年9月5日

令02-
10084-
508525号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年11月1日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 36人

令和2年4月21日～
令和2年10月11日

令02-
10084-
508526号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年11月29日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 36人

令和2年4月21日～
令和2年11月8日

令02-
10084-
508527号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年12月5日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 36人

令和2年4月21日～
令和2年11月14日

令02-
10084-
508528号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】授業に活かす体力科学
（小学校）

小学生の体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった児童を取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。そ
のうえで、体力の向上を図っていくための授業及び学校行
事等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を
探求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月27日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、養
護教諭

6,000円 36人
令和2年4月21日～

令和2年6月6日

令02-
10084-
508529号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】授業に活かす体力科学
（小学校）

小学生の体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった児童を取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。そ
のうえで、体力の向上を図っていくための授業及び学校行
事等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を
探求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月15日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、養
護教諭

6,000円 36人
令和2年4月21日～
令和2年7月25日

令02-
10084-
508530号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】授業に活かす体力科学
（中学校・高等学校）

中学生・高校生の体力・運動能力について、時代差や地域
差、個人差の存在を体力科学の側面から示したうえで、そ
れぞれの「差」を発生させる要因について、社会環境や生活
環境といった生徒を取り巻く環境の相違や変化から概説を
行う。そのうえで、体力の向上を図っていくための授業及び
学校行事等への取り組みについて検討して、実践に活かす
方法を探求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月23日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭、養護教

諭
6,000円 36人

令和2年4月21日～
令和2年7月2日

令02-
10084-
508531号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】柔道授業における学習指
導法

武道必修化以降の柔道授業における現状と課題について
概説を行う。また、参加者のこれまでの指導実践における課
題を共有し、学習指導要領に示された技能の指導における
安全性の確保と種目特性を味わうカリキュラムについて演
習を通して理解を深める。具体的には、講義の他に、基本
動作・足技・手技・腰技・抑え技の実技を実施する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年10月17日 教諭
中学校（保健体
育）・高等学校

（保健体育）教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年9月26日

令02-
10084-
508532号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】声楽歌唱演奏法（独唱）

各自が課題とする作品1曲を持ち寄り、発声法、発音法、表
現法等を検討しより良い表現の在り方を目指します。また、
受講者は当講習が事前に用意した作品を選択し、予め練習
の上受講してください。指定曲については後日発表します。
受講の際は、ストレッチ等の運動が可能な服装でお願いし
ます。ピアノ伴奏は準備します。

齊藤　祐（学術研究院法文教育学域教育学系
教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月6日 教諭
小学校・中学校
（音楽）・高等学
校（音楽）教諭

6,000円 7人
令和2年4月21日～
令和2年5月16日

令02-
10084-
508533号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学 【選択】合唱指導法

まず、声楽発声法、発音法、表現法、指揮法等の基本を確
認します。その後、具体的な作品を取り上げ実際に演奏や
指揮を試みることで合唱指導法の個々の技術の向上を目指
します。簡単な合唱教材を事前に発表しますので、各自ご
準備をお願いします。また、軽いストレッチを行いますので、
動きやすい服装で参加のこと。

齊藤　祐（学術研究院法文教育学域教育学系
教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月13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21日～
令和2年5月23日

令02-
10084-
508534号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】保育環境と保護者支援

近年、地域社会の急激な変化によって、保育環境も変化し
て来ている。そこで、保育環境の変化について理解するた
めに、グループでワークショップを行う。内容は、保育のため
のKYT（危険予知トレーニング）を中心に行う。さらに、全国
の事例を参照しながら親支援のための理解を深める。

久保田　治助（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月6日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年5月16日

令02-
10084-
508535号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】音楽科教育方法（初等
編）・小学校教材伴奏法

「音楽科教育方法（初等編）」では、新学習指導要領の表現
領域「音楽づくり」を中心に考察する。講習では、実際の指
導法について音遊びや音を探す活動、音を音楽へと構成す
る活動などを通して、音楽をつくる過程を体験的に学習す
る。「小学校教材伴奏法」では、伴奏法の基本を学習し、実
際の小学校教材の伴奏法について様々な方法を紹介した
上で、実際にピアノでの伴奏を実践する。

山下　晋（学術研究院法文教育学域教育学系
教授）
今　由佳里（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 15人
令和2年4月21日～

令和2年7月4日

令02-
10084-
508536号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】青少年の性行動に関する
理解と支援

若者の性行動と将来を見据えた健康増進教育に関して、積
極的推奨の差し止めとなっている子宮頸がん予防ワクチン
の話題も取り上げ、前半で提供する。後半では、スマート
フォン等のパーソナルメディアを介した若者の性行動に関す
る話題を取り上げ、その理解と指導支援のあり方について
情報を提供する。

有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
石走　知子（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年11月3日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 100人
令和2年4月21日～
令和2年10月13日

令02-
10084-
508537号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】特別支援教育の指導技
術の基礎としての行動分析

障害のある児童生徒への指導技術を身につけていくこと
は、特別支援教育にかかわる上で非常に重要なこととなる。
本講習では、指導技術として有効性が確認されている応用
行動分析について、基礎から簡単な指導のプログラムの作
成までを演習を交えながら学ぶ。また本講習の内容は、自
立活動の指導やその計画の作成とも深い関連を持ってい
る。

肥後　祥治（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県奄美
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21日～
令和2年5月16日

令02-
10084-
508538号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】特別支援教育の指導技
術の基礎としての行動分析

障害のある児童生徒への指導技術を身につけていくこと
は、特別支援教育にかかわる上で非常に重要なこととなる。
本講習では、指導技術として有効性が確認されている応用
行動分析について、基礎から簡単な指導のプログラムの作
成までを演習を交えながら学ぶ。また本講習の内容は、自
立活動の指導やその計画の作成とも深い関連を持ってい
る。

肥後　祥治（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
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 80人
令和2年4月21日～
令和2年5月30日

令02-
10084-
508539号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】障害の理解と障害学

特別支援教育の推進においては、教師の「障害の理解」が
重要であることは一般によく理解されている。しかし、障害の
特性の理解や診断の際に重要となる情報や項目に関する
知識が教師にとって必要な「障害の理解」につながるのであ
ろうか。本講習では、障害学という立場を紹介しながら「障
害の理解」について演習等を踏まえながら考えていく。

肥後　祥治（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年6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4月21日～
令和2年5月17日

令02-
10084-
508540号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】障害の理解と障害学

特別支援教育の推進においては、教師の「障害の理解」が
重要であることは一般によく理解されている。しかし、障害の
特性の理解や診断の際に重要となる情報や項目に関する
知識が教師にとって必要な「障害の理解」につながるのであ
ろうか。本講習では、障害学という立場を紹介しながら「障
害の理解」について演習等を踏まえながら考えていく。

肥後　祥治（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

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 60人
令和2年4月21日～
令和2年5月31日

令02-
10084-
508541号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】特別支援教育に必要とさ
れる教師のコミュニケーションス
キル

特別支援教育においてコミュケーションスキルは重要であ
る。本講習では、特別支援に関与する教師の対教師との1
対1、グループでのコミュニケーションスキルおよび、対子ど
もとの1対1、グループでのコミュニケーションスキルの基礎
の習得をめざし、リラクゼーション、ボディーワーク、傾聴、イ
ンシデントメッソド等などについて講義と実習を含むワーク
ショップ形式で学習する。参加者は、動きやすい服装での参
加を願いたい。

肥後　祥治（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

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 26人
令和2年4月21日～

令和2年7月5日

令02-
10084-
508542号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】顕微鏡で見るウニの受精
と発生

　ウニは発生学の研究材料として世界中で使われており、
その受精や発生については高等学校の教科書にも取り上
げられている。本講習では動物の受精・発生について、簡単
な講義で理解を深めた上で、ウニの採集、輸送、飼育、人工
受精、顕微鏡による観察の方法を含め、その発生について
の解説を行う。その後に実際に人工受精実験を行い、受精
と卵割を観察、実験にはどのような準備が必要か、また授
業に実験をどう生かせるかを、考察していきたい。

塔筋　弘章（学術研究院理工学域理学系准教
授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月24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21日～
令和2年7月3日

令02-
10084-
508543号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】古典数学から現代数学ま
で：幾何学・論理

「幾何学概論」では底面積と高さが等しい四面体の体積に
関するヒルベルトの第三問題について述べる。ユークリッド
原論における体積概念とは何だったか、 ヒルベルトは何に
問題意識を持っていたのか、 デーンがそれをどう解決した
のかを解説する。
「論理概論」では、高校までの数学で数理論理学が関係す
る話題や表現を取り上げ、当たり前のようにやっていること
や書いていることをもう一度見直します。

近藤　剛史（学術研究院理工学域理学系准教
授）
青山　究（学術研究院理工学域理学系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校（数学）・
高等学校（数学）

教諭
6,000円 40人

令和2年4月21日～
令和2年7月30日

令02-
10084-
508544号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】地球を知る（地球科学の
最前線）

前半の「鉱物と環境」では、鉱物の生成、分類、結晶構造等
の鉱物学の基礎を概観し、次に地球表層での鉱物の生成と
変化及び鉱物のもつ多様な性質について解説する。後半の
「岩石と造山運動」では、岩石の成因、形成過程について説
明し、岩石に記録された情報を解読する。次に造山運動の
具体的な例を紹介し、岩石から地球史を理解する。

河野　元治（学術研究院理工学域理学系教授）
ハフィーズ　ウル レーマン（学術研究院理工学
域理学系助教）

鹿児島県鹿児
島市

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 30人

令和2年4月21日～
令和2年7月11日

令02-
10084-
508545号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】現代天文学入門

最新の観測機器や理論モデルの発達により、近年、宇宙や
天体に関する知識は劇的に増えてきた。本講習では、宇宙
における物質循環（星や銀河の形成や進化）、巨大ブラック
ホールなどに関する最新の宇宙像を紹介するとともに、中
学・高校の授業とも関連する宇宙物理学の理論や観測技術
について解説する。

半田　利弘（学術研究院理工学域理学系教授）
和田　桂一（学術研究院理工学域理学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年6月21日 教諭
中学校（理科）・
高等学校（理科）

教諭
6,000円 40人

令和2年4月21日～
令和2年5月31日

令02-
10084-
508546号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】子どもの健康と環境

生活習慣（食事・運動・睡眠など）や子どもの貧困などの社
会環境が子どもの健康に与える影響について、わが国の現
状と問題点を理解し、その対応について学ぶ。また、疾病予
防の概念を理解し、子どもの健康に影響を与える要因の一
般的な予防対策について理解する。本講習は、特定の教科
科目に特化するものではなく、全教科教員を対象とするもの
である。

郡山　千早（学術研究院医歯学域医学系教授）
山下　高明（学術研究院医歯学域鹿児島大学
病院助教）

鹿児島県鹿児
島市

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 30人
令和2年4月21日～
令和2年7月11日

令02-
10084-
508547号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学 【選択】食育と味覚の基礎

本講習は、味覚およびヒトの基本行動パターンについて教
養を深めることができる身近なテーマであるので、全ての教
科の教員向けである。
講習前半は脳の神経解剖学および組織学的観点から講義
し、同時にヒト脳の形・構造を実際に観察・学習(演習)するこ
とによって、味覚の神経回路網と本能との関わり、味覚の機
能・意義(食育）、行動の基本について理解を深める。講習
後半は生理学的観点から、｢おいしさを感じる脳の働き・うま
味とコク・味覚遺伝子・味覚の発達と老化｣などを解説し、そ
の後、食品を使って実習を行い、理解を深める。

後藤　哲哉（学術研究院医歯学域歯学系教授）
山中　淳之（学術研究院医歯学域歯学系准教
授）
岩井　治樹（学術研究院医歯学域歯学系助教）
倉本　恵梨子（学術研究院医歯学域歯学系助
教）
齋藤　充（学術研究院医歯学域歯学系教授）
三浦　裕仁（学術研究院医歯学域歯学系准教
授）
小栁　江梨子（学術研究院医歯学域歯学系助
教）

鹿児島県鹿児
島市

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 50人
令和2年4月21日～
令和2年6月20日

令02-
10084-
508548号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの歯と口の健康を
守る

子どもの口の中は常に変化しており、歯の無い時期から乳
歯が生え永久歯に生え代わる間に、虫歯や歯茎の病気、歯
ならびやかみ合わせの異常などが生じやすい。また、恐怖
心が強かったり障害を抱えた子どもたちにとっては、歯科治
療を受けること自体が難しい。さらに、摂食嚥下の働きに異
常がある子どもには、状況に適した訓練指導や調理法の工
夫が必要となる。そこで、大学病院ではそのような子どもた
ちの歯と口の健康増進にどのように対応しているかを解説
し、ご参加の先生方が子どもたちや保護者に助言を行う際
の一助となる講習としたい。

山﨑　要一（学術研究院医歯学域歯学系教授）
糀谷　淳（学術研究院医歯学域歯学系准教授）
佐藤　秀夫（学術研究院医歯学域医学系講師）
前田　綾（学術研究院医歯学域歯学系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・特別支
援学校教諭、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 70人
令和2年4月21日～
令和2年7月14日

令02-
10084-
508549号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】建物の形と環境

建物は形（デザイン）と構造（力学）の調和から構成されてい
ます。感銘を受ける建物は形もよいのですが、必ず構造的
な特性も優れています。この[形]＋[構造]を考慮した建物を
総称して構造形態と呼んでいます。一方、建物は人が利用
するものであり機能性が求められます。省エネ性能に優れ
環境にも配慮した建物が注目されています。本講習では、
建築構造形態の創生に関係する現状と今後，環境建築の
考え方とエコの取組みについて判りやすく解説いたします。

本間　俊雄（学術研究院理工学域工学系教授）
二宮　秀與（学術研究院理工学域工学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月7日 教諭

中学校（理科、技
術家庭）・高等学
校（理科、工業）

教諭

6,000円 30人
令和2年4月21日～
令和2年7月17日

令02-
10084-
508550号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】社会を支える機械技術

私たちの生活は様々な機械技術に支えられています。
講習では、機械技術に関する以下の３つのテーマをとりあげ
ます。
１．社会インフラを支える構造用材料とその科学について
２．マイクロスケールにおける伝熱工学
３．機械のものづくり（工作）の過去・現在・未来
これらの内容について易しく解説します。

定松　直（学術研究院理工学域工学系准教授）
洪　定杓（学術研究院理工学域工学系准教授）
近藤　英二（学術研究院理工学域工学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月24日 教諭
高等学校（理科・

工業）教諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年8月3日

令02-
10084-
508551号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】視覚の機能解明～細胞レ
ベルから心理レベルまで～

「百聞は一見に如かず」のことわざ通り、私たち人間は生活
を送るうえで多くの情報を視覚に頼っています。また、一見
単純に見える「目で見る」という行為は、実は複雑な脳内処
理の結果によるものです。そこで、本講習では、まず、生体
レベルで、(1) 網膜と脳の相互関係、(2) 脳内での情報処理
の流れ、について解説します。つぎに、 (3) 心理学的知見の
ヒューマンインタフェースへの応用、(4) 最近話題の人工知
能との関連も踏まえたコンピュータビジョンへの応用、につ
いて紹介します。

内山　博之（学術研究院理工学域工学系教授）
王　鋼（学術研究院理工学域工学系教授）
大塚　作一（学術研究院理工学域工学系教授）
小野　智司（学術研究院理工学域工学系准教
授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月27日 教諭

中学校（数学・理
科）・高等学校
（数学・理科･工

業）教諭

6,000円 80人
令和2年4月21日～

令和2年8月6日

令02-
10084-
508552号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】【農業と環境】農業科学の
最前線

農耕地において土壌が示す物質循環、作物生産、環境保
全に関与する土壌微生物群集の構造と機能について解説
する。地球規模の環境変動や人間の活動が農作物の栽培
に及ぼす影響と世界の作物栽培について概説する。また、
農業と水・物質循環に関わる現状や最新の研究成果につい
て概説し、近年の食料供給に伴う窒素フローの変化を解説
する。

境　雅夫（学術研究院農水産獣医学域農学系
教授）
遠城　道雄（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）
籾井　和朗（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校（理科）・
高等学校（理科・

農業）教諭
6,000円 20人

令和2年4月21日～
令和2年7月17日

令02-
10084-
508553号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】森林科学の最前線

　林業の現状や課題について概説し、ICTを活用した新しい
林業の展開、森林が地球環境保全などの多面的機能を発
揮する上で林業が果たす役割、森林資源の循環利用と主伐
期を迎えた森林の生産、森林の社会的評価、木材を建築材
やパルプ原料だけでなく、木質バイオマスの熱や電気のエ
ネルギー源としての利用、新しい森林経営や林業へのＩＣＴ
の導入など、森林、林業の現状や今後の展望などについて
講述する。

寺岡　行雄（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）
岡　勝（学術研究院農水産獣医学域農学系教
授）
枚田　邦宏（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）
西野　吉彦（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月11日 教諭
中学校（理科）・
高等学校（理科・

農業）教諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年7月21日

令02-
10084-
508554号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水辺の安全教育

水辺（河川や海岸等）で水や環境に関わる教育を安全に行
うために必要な安全管理に関する話題について、実際の事
故例や現地調査をもとに講習し、教員自身や学校でどのよ
うな事故防止策が行えるか指導を行う。また、水辺での教育
を含めた野外教育で、効果的な教育や安全管理にＵＡＶ（ド
ロ－ン）を活用するための基礎的な知識の講習も併せて行
う。

西　隆一郎（学術研究院農水産獣医学域水産
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 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21日～
令和2年5月30日

令02-
10084-
508555号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水辺の安全教育

水辺（河川や海岸等）で水や環境に関わる教育を安全に行
うために必要な安全管理に関する話題について、実際の事
故例や現地調査をもとに講習し、教員自身や学校でどのよ
うな事故防止策が行えるか指導を行う。また、水辺での教育
を含めた野外教育で、効果的な教育や安全管理にＵＡＶ（ド
ロ－ン）を活用するための基礎的な知識の講習も併せて行
う。

西　隆一郎（学術研究院農水産獣医学域水産
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月4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6月13日

令02-
10084-
508556号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】水産食品の衛生管理、流
通と有効利用について

近年、食の安全に対する関心の高まりにともなって、水産物
の食品製造や加工の工程での衛生管理の重要性が増して
います。また、水産物の乱獲や自然環境の変動によって、
水産資源の減少や枯渇が危惧されています。このような状
況の中で、水産物の流通過程は、水産物の衛生管理や水
産資源の有効利用のための重要な鍵を握っています。本講
習では、水産物の流通、水産食品の衛生管理、水産資源生
産環境の保全、水産資源の有効利用に関する最近の動向
やトピックについて紹介します。

佐野　雅昭（学術研究院農水産獣医学域水産
学系教授）
上西　由翁（学術研究院農水産獣医学域水産
学系教授）
吉川　毅（学術研究院農水産獣医学域水産学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月19日
教諭

栄養教
諭

中学校（理科）・
高等学校（理科・
水産）教諭、栄養

教諭

6,000円 50人
令和2年4月21日～
令和2年7月29日

令02-
10084-
508557号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】練習船を用いた海洋環境
教育手法

「操船実習」では、練習船を操船し、洋上教育に不可欠な船
舶の基本的な運動性能を理解する。「海洋観測実習」では、
CTDを使った海水温等の観測、計量魚群探知機を用いた資
源量データの取得・処理について学び、海洋情報処理に関
する教育手法を習得する。「生物サンプリング」では、簡易型
トロールネットを曳網して鹿児島湾の海底に棲息する魚類お
よび底生動物を採集し、その分類手法の実習を通じて海洋
の生物を用いた教育手法を習得する。

大富　潤（学術研究院農水産獣医学域水産学
系教授）
山中　有一（学術研究院農水産獣医学域水産
学系准教授）
幅野　明正（学術研究院農水産獣医学域水産
学系准教授）
藤枝　繁（学術研究院総合科学域総合研究学
系特任教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年11月27日 教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（高等学校（水
産）を優先）

6,000円 10人
令和2年4月21日～
令和2年11月6日

令02-
10084-
508558号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】児童生徒の理解と対応
－発達障害、不登校、学級の荒
れを中心に－

発達障害、不登校、いじめなど気になる児童生徒の背景を
理解し、それを踏まえた学校教育相談の在り方、スクールカ
ウンセラーや関係機関との連携の在り方を考える。また、深
刻化するネットいじめへの対応策などの新しい課題につい
ても触れ、今後の学校教育相談や学級経営をどのように展
開していけばよいのかについて考察する。小・中学校におけ
る事例を扱うため、主な受講対象は小・中学校教諭とする
が、高校教諭も受講可能。

髙橋　佳代（学術研究院法文教育学域臨床心
理学系准教授）
大石　英史（学術研究院法文教育学域臨床心
理学系教授）
吉村　隆之（学術研究院法文教育学域臨床心
理学系准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年7月4日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月21日～
令和2年6月13日

令02-
10084-
508559号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】島嶼の自然と人々

鹿児島県島嶼部を中心にアジア太平洋島嶼部における自
然環境とそこに生活する人の持つそれぞれの多様性とその
関係性について以下の学際的な視点から講義を行う。1)島
嶼の自然を海と陸に生息する生物の生態、2)島嶼環境にい
つ頃人々が移動しどのように適応してきたか、3)島嶼におい
て植物をもとにしてどのような文化を作り上げてきたか、4)島
嶼において人と自然と衛生動物の関係。

河合　渓（学術研究院総合科学域総合研究学
系教授）
髙宮　広土（学術研究院総合科学域総合研究
学系教授）
大塚　靖（学術研究院総合科学域総合研究学
系准教授）
山本　宗立（学術研究院総合科学域総合研究
学系准教授）
藤井　琢磨（学術研究院総合科学域総合研究
学系特任助教）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年6月28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21日～

令和2年6月7日

令02-
10084-
508560号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】島の先史学（奄美・沖縄
諸島を中心に）

先史時代とは文字のない時代で、奄美・沖縄諸島では約３
万年前から1000年前までで、この地域に人が住み始めて９
５％以上の期間を占めます。この講習では世界の島々を紹
介しながら、奄美・沖縄諸島の先史時代について講義しま
す。そして、奄美・沖縄諸島の先史時代は世界的にみると、
大変珍しい文化現象があったことを伝授します。

高宮　広土（学術研究院総合科学域総合研究
学系教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年10月3日 教諭 全教諭 6,000円 20人
令和2年4月21日～
令和2年9月12日

令02-
10084-
508561号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】郷土の歴史の学び方～考
古学と博物館～

近年は各地で旧石器時代から近代に至る遺跡から歴史の
見直しに迫る新たな発見があります。 遺跡から得られる情
報で歴史を考える学問が考古学です。遺跡は日本全国、ど
こでも身近なところにあり、郷土の歴史を学ぶ有効な素材に
なります。この講習では、考古学の基礎、遺跡の調べ方、考
古資料の見方について説明します。また出土資料が保存さ
れている博物館・郷土資料館の役割とその教育への活用法
を解説します。考古学から郷土の歴史を体験的に学ぶ方法
を考えます。

橋本　達也（学術研究院総合科学域共同学系
教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校・中学校

（社会）･高等学校
（地歴）教諭

6,000円 18人
令和2年4月21日～
令和2年7月10日

令02-
10084-
508562号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】自然を記録する方法－魚
類の博物学と標本の作製法

生物多様性を理解するために、大航海時代から現代までの
魚類コレクション構築の歴史を世界の博物館紹介を通して
振り返るとともに、博物館コレクションの役割を解説します。
小中高校における教育活動で、生物多様性の理解と標本
の重要性を関連付けて活かせることを目的とします。標本の
重要性を踏まえたうえで、魚類標本の最新の作製・保存方
法を紹介し、実際に液浸標本を作製します。

本村　浩之（学術研究院総合科学域共同学系
教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年9月26日 教諭
小学校・中学校
（理科）・高等学
校（理科）教諭

6,000円 10人
令和2年4月21日～

令和2年9月5日

令02-
10084-
508563号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】生活と先端エネルギー

日々の生活には「エネルギー」が深く関わっています。その
ため中学・高校の理科授業をとおしてエネルギーを理解す
ることの重要度は今後ますます高まると思います。本講習で
はエネルギーと生活のつながりを意識し、簡単な実験を取り
入れながら、いろいろな「エネルギー」を紹介します。

伊藤　昌和（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校（理科）・
高等学校（理科）

教諭
6,000円 16人

令和2年4月21日～
令和2年7月18日

令02-
10084-
508564号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講
述する。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避
難生活―避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つ
の大きなテーマとする。また、本講習は、広義の「安全安心」
にかかわる内容であり、進行に応じて応急処置や非常食等
についても扱いたい。

岩船　昌起（学術研究院総合科学域総合教育
学系教授）

鹿児島県奄美
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4月21日～
令和2年5月24日

令02-
10084-
508565号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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鹿児島大学 【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講
述する。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避
難生活―避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つ
の大きなテーマとする。また、本講習は、広義の「安全安心」
にかかわる内容であり、進行に応じて応急処置や非常食等
についても扱いたい。

岩船　昌起（学術研究院総合科学域総合教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

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 50人
令和2年4月21日～
令和2年7月17日

令02-
10084-
508566号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講
述する。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避
難生活―避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つ
の大きなテーマとする。また、本講習は、広義の「安全安心」
にかかわる内容であり、進行に応じて応急処置や非常食等
についても扱いたい。

岩船　昌起（学術研究院総合科学域総合教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年10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4月21日～
令和2年10月3日

令02-
10084-
508567号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講
述する。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避
難生活―避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つ
の大きなテーマとする。また、本講習は、広義の「安全安心」
にかかわる内容であり、進行に応じて応急処置や非常食等
についても扱いたい。

岩船　昌起（学術研究院総合科学域総合教育
学系教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年12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21日～
令和2年11月15日

令02-
10084-
508568号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】マネジメント理論から見る
人材育成の方向性

マネジメント理論の発展を検討し、現代企業社会に求められ
る組織像、人材像を描き出す。この理解をゴールとしたとき
の学生教育のあり方の事例として、研究室所属学生を巻き
込んだ自身の環境プロジェクトを紹介する。続いて、ディズ
ニーパークを取り上げ、ディズニーのマネジメント手法および
ホスピタリティーについて理解する。修学旅行の事前学習だ
けではなく、学生との関係性構築などにも応用できる内容と
する。

大前　慶和（学術研究院総合科学域総合教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月26日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 36人

令和2年4月21日～
令和2年7月5日

令02-
10084-
508569号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】マネジメント理論から見る
人材育成の方向性

マネジメント理論の発展を検討し、現代企業社会に求められ
る組織像、人材像を描き出す。この理解をゴールとしたとき
の学生教育のあり方の事例として、研究室所属学生を巻き
込んだ自身の環境プロジェクトを紹介する。続いて、ディズ
ニーパークを取り上げ、ディズニーのマネジメント手法および
ホスピタリティーについて理解する。修学旅行の事前学習だ
けではなく、学生との関係性構築などにも応用できる内容と
する。

大前　慶和（学術研究院総合科学域総合教育
学系教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年7月24日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 10人

令和2年4月21日～
令和2年7月3日

令02-
10084-
508570号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】生態学基礎

生態学の基本的な内容に関して；(1)生態学とはどのような
学問か、(2)生活史の適応進化、(3)個体群間の相互作用・
同種間の相互作用と異種間の相互作用、(4)生物群集とそ
の分布、(5)生態系の構造と機能、の内容を平易に解説す
る。身近に存在する動植物の生き様を科学的な観点から観
察できるようになることを目指す。学校教育の現場で、野外
観察指導の場において動植物の生態や生態系の機能を平
易に園児・児童・生徒に解説できる知識や手法の習得も目
指す。

冨山　清升（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

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 100人
令和2年4月21日～
令和2年5月31日

令02-
10084-
508571号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】生態学基礎

生態学の基本的な内容に関して；(1)生態学とはどのような
学問か、(2)生活史の適応進化、(3)個体群間の相互作用・
同種間の相互作用と異種間の相互作用、(4)生物群集とそ
の分布、(5)生態系の構造と機能、の内容を平易に解説す
る。身近に存在する動植物の生き様を科学的な観点から観
察できるようになることを目指す。学校教育の現場で、野外
観察指導の場において動植物の生態や生態系の機能を平
易に園児・児童・生徒に解説できる知識や手法の習得も目
指す。

冨山　清升（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

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 100人
令和2年4月21日～

令和2年8月4日

令02-
10084-
508572号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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種
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鹿児島大学
【選択】あたらしい生き物観察法：
実践フィールド内分泌学

身近な生き物の観察は自然環境への興味や理解を深める
ために有効です。近年、野生動物を観察、分析する方法
は、リモートセンシングやIT技術を利用したマクロスケール
のものから、DNAなど野外で採取した様々な試料を分析す
るミクロスケールのものまで、目的に応じて多様な技術が開
発されています。本授業では、動物観察法の一つとして
フィールド内分泌学の解説と実習を行います。この手法を用
いて野生動物の何がわかるのか、また、どのように利用でき
るのかについて学びます。

藤田　志歩（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月28日 教諭

中学校・義務教
育学校・高等学
校・中等教育学
校（理科）教諭

6,000円 12人
令和2年4月21日～

令和2年8月7日

令02-
10084-
508573号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】動物園で学ぶ動物の行動
観察

動物のしぐさやかたちをじっくり観察することで、動物の生態
や生息環境を理解することができます。動物園は、さまざま
な動物を間近に観察することができるため、自然環境や生
き物の学びの場として有効です。本講習では、動物園で行
える行動観察法について実習形式で学びます。

藤田　志歩（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年11月28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（理科）教諭

6,000円 20人
令和2年4月21日～
令和2年11月7日

令02-
10084-
508574号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】新学習指導要領・高大接
続改革・共通テストと授業改革

高大接続システム改革と新学習指導要領の要点について
解説をし、その上で、学校での教育活動（とりわけ授業）の
改革をどのように進めていくべきか考察する。特に、大学入
試において共通テストの実施を控えているので、授業改革と
共通テストの関連性に重点を置いて考えたい。ただし、講師
の専門分野との関係上、講習内容のうち教科・科目に関わ
る部分は人文・社会系の諸教科・科目（特に社会科・公民
科・地歴科）に重点を置くことになる（一定程度、他科目の動
向に関しても触れたい）。

渡邊　弘（学術研究院総合科学域総合教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月18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

6,000円 100人
令和2年4月21日～
令和2年7月28日

令02-
10084-
508575号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】新学習指導要領・高大接
続改革・共通テストと授業改革

高大接続システム改革と新学習指導要領の要点について
解説をし、その上で、学校での教育活動（とりわけ授業）の
改革をどのように進めていくべきか考察する。特に、大学入
試において共通テストの実施を控えているので、授業改革と
共通テストの関連性に重点を置いて考えたい。ただし、講師
の専門分野との関係上、講習内容のうち教科・科目に関わ
る部分は人文・社会系の諸教科・科目（特に社会科・公民
科・地歴科）に重点を置くことになる（一定程度、他科目の動
向に関しても触れたい）。

渡邊　弘（学術研究院総合科学域総合教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8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・特別
支援学校教諭

6,000円 100人
令和2年4月21日～
令和2年7月30日

令02-
10084-
508576号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】はじめての作文・レポー
ト・論文指導

「主体的・対話的で深い学び」を実現するに際しては、形成
的評価・総括的評価など様々な場面で作文・レポート・論文
作成といった課題を課す場合がある。しかし、作文・レポー
ト・論文の指導はそれ特有の困難があるように思われる。本
講習では、主として社会科・公民科・地歴科・国語科などに
おいて、作文・レポート・論文指導を行う際のポイントについ
て初歩から学ぶこととしたい。

渡邊　弘（学術研究院総合科学域総合教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月2日 教諭

中学校（国語・社
会）・義務教育学
校・高等学校（国
語・地歴・公民）・
中等教育学校教

諭

6,000円 40人
令和2年4月21日～
令和2年7月12日

令02-
10084-
508577号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】はじめてのNIE（新聞活用
教育）

NIE（新聞活用教育）にはじめて取り組む先生を対象に、そ
の基礎的な理論、実践上の手法や、日常的な教育活動に
おける効果的な活用方法などを学ぶ。生活科／社会科／公
民科／家庭科／国語科などの教科・科目の授業や、食育／
健康教育／特別活動／総合的な学習の時間／総合的な探
求の時間などでも活用することができるような講習内容であ
る。また、高校国語の教科書でも紹介されている「まわしよ
み新聞」を実際に作成する。

渡邊　弘（学術研究院総合科学域総合教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

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4月21日～

令和2年8月3日

令02-
10084-
508578号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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鹿児島大学
【選択】はじめてのNIE（新聞活用
教育）

NIE（新聞活用教育）にはじめて取り組む先生を対象に、そ
の基礎的な理論、実践上の手法や、日常的な教育活動に
おける効果的な活用方法などを学ぶ。生活科／社会科／公
民科／家庭科／国語科などの教科・科目の授業や、食育／
健康教育／特別活動／総合的な学習の時間／総合的な探
求の時間などでも活用することができるような講習内容であ
る。また、高校国語の教科書でも紹介されている「まわしよ
み新聞」を実際に作成する。

渡邊　弘（学術研究院総合科学域総合教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

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 40人
令和2年4月21日～

令和2年8月5日

令02-
10084-
508579号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】憲法の教え方

憲法学習において児童・生徒が陥りやすい弱点をふまえ、
憲法の教え方について考える。例えば、「少数者の人権は、
多数派によって制限されてもやむを得ない」といった人権理
解に関する児童・生徒の誤解について、授業で扱う方法を
考える。憲法が目的とする「個人の尊重」の理念に沿って、
民主主義・立憲主義を共に重視しつつ、授業実践例も示し
ながら「明日の授業から使える」憲法教育の方法を具体的
に考えたい。

渡邊　弘（学術研究院総合科学域総合教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月1日 教諭

小学校・中学校
（社会）・義務教
育学校・高等学
校（公民・地歴）・
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21日～
令和2年7月11日

令02-
10084-
508580号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】自然災害のメカニズム

本講習では、近年発生した災害事例をもとに気象・火山噴
火・地震による災害のメカニズムについて紹介し、自然現象
の科学的理解を深めるとともにそれに基づいた「備え」と「そ
の時の行動」の在り方について考える。そして、自然災害で
死なないために最も重要なことは何か？、教育現場におけ
る防災教育のあり方について議論する。 また、「命を守る」
という観点から全教員を対象とする。

井村　隆介（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8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21日～

令和2年8月8日

令02-
10084-
508581号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】変化する地球環境

地球環境問題が叫ばれて久しいが、その根本的な解決の
ためには現在の地球環境が地球の歴史の中でどのように
作られてきたものかを知ることが重要である。地球環境教育
を行うにあたり、鹿児島県の多様な自然環境がどのように
成立してきたのか？について学び、そしてその希少性やそ
の保護のあり方について議論する。

井村　隆介（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月5日 教諭 全教諭 6,000円 50人
令和2年4月21日～
令和2年7月15日

令02-
10084-
508582号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】著作権および知的財産権
制度の基礎知識とリスク管理

情報が世界を巡るインターネット時代においては、SNSの普
及等により便利になった一方、多くのリスクが潜む。今や知
的財産権制度の理解は、ビジネスの世界に止まらず、あら
ゆる人々にとって自身を守るためにも必須のリテラシーの一
つである。本講習では、教育現場において特に密接な著作
権制度とそのリスク管理を中心に説明するとともに、その他
の知的財産権制度（特許権、実用新案権、意匠権、商標権
等）についても概説する。

髙橋　省吾（学術研究院総合科学域総合研究
学系教授）
村上　加奈子（学術研究院総合科学域総合研
究学系特任教授）

鹿児島県鹿児
島市

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 50人
令和2年4月21日～
令和2年7月30日

令02-
10084-
508583号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】地域防災の最前線

鹿児島県ではたびたび自然災害による被害が発生してい
る。本講習では，①地盤災害，②河川災害，③災害医療に
ついて取り上げ，地盤災害や河川災害の発生の仕組み，災
害の実態，災害対策などに関する最新の話題，災害発生時
の医療に関する現状や課題ついてわかりやすく講述する。

酒匂　一成（学術研究院理工学域工学系准教
授）
齋田　倫範（学術研究院理工学域工学系准教
授）
田松　裕一（学術研究院医歯学域歯学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

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 70人
令和2年4月21日～
令和2年7月17日

令02-
10084-
508584号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】ライフサイエンスを学ぶ

ライフサイエンスは、生物の営む生命現象を解明する学問
であり、近年、飛躍的な進歩を遂げてきました。そして、その
研究成果は、医療・創薬を始めとする様々な分野へ応用さ
れており、我々の生活の向上に貢献しています。本講習は、
ライフサイエンスの基礎及び最近のトピックスを学ぶことで、
ライフサイエンスに関する知識を深めることを目標にして実
施します。また、この講習は、特定の教科科目に特化してお
らず、専門の教員には平易であるかもしれませんが全教科
教員を対象としています。

草野　秀一（学術研究院総合科学域総合研究
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

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4月21日～
令和2年7月28日

令02-
10084-
508585号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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鹿児島大学
【選択】DNA増幅実習〜PCR法を
理解する〜

ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）法は、極めて微量の試料か
ら、目的とする特定のDNA断片を選択的に増幅させる研究
手法で、様々な分野（医学診断、食品検査、犯罪捜査など）
で広く利用されている生命科学技術の一つです。本講習
は、成人の90%以上に潜伏感染しているEBウイルスのゲノ
ムDNAを口腔拭い液から分離し、PCR法による遺伝子型決
定実験を実施することでPCR法を理解し、今後の理科教育
に役立ててもらうことを目標にしています。この講習は、その
専門性から中学・高校の理系教員を対象とします。

草野　秀一（学術研究院総合科学域総合研究
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月25日 教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科・
農業・工業・水

産）教諭

6,000円 15人
令和2年4月21日～

令和2年8月4日

令02-
10084-
508586号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】保育の質の向上と保育実
技

　幼児教育無償化が始まり，保育の質が問われることとなっ
た。保育の質を向上するためには，保育者の質の向上が必
要である。本講習では，「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」に視点を当てた保育事例を通して研修を深めるととも
に，実際の保育に役立つ実技研修も実施する。また，特別
支援教育や幼小接続など幼児教育の今日的課題について
も，各園の現状と課題を受講者同士で情報交換しながら講
習を進める。

日澤　俊夫（教育学部附属幼稚園副園長）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月5日 教諭
幼稚園・小学校・
幼保連携型認定

こども園教諭
6,000円 60人

令和2年4月21日～
令和2年7月15日

令02-
10084-
508587号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】保育の質の向上と保育実
技

　幼児教育無償化が始まり，保育の質が問われることとなっ
た。保育の質を向上するためには，保育者の質の向上が必
要である。本講習では，「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」に視点を当てた保育事例を通して研修を深めるととも
に，実際の保育に役立つ実技研修も実施する。また，特別
支援教育や幼小接続など幼児教育の今日的課題について
も，各園の現状と課題を受講者同士で情報交換しながら講
習を進める。

日澤　俊夫（教育学部附属幼稚園副園長）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園・小学校・
幼保連携型認定

こども園教諭
6,000円 60人

令和2年4月21日～
令和2年7月16日

令02-
10084-
508588号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】附属小で授業力アップ～
主体的・対話的で深い学びを促
す音楽科授業づくり～

　本講習は， 新学習指導要領を踏まえた授業研究や授業
づくりについての講義等を通して，子どもの資質・能力を育
む音楽科授業を実現することを目的として開設する。具体的
には，「音楽的な見方・考え方を働かせ，主体的・対話的で
深い学びを実現するための，教師の具体的な学習指導（題
材構成，教材配列，発問等）」について，ともに考えていく。

須藤　信司（教育学部附属小学校教頭）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年10月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月21日～
令和2年9月26日

令02-
10084-
508589号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】附属小で授業力アップ～
よりよい生活を実現する資質・能
力を育む家庭科授業づくり～

　本講習は，子どもが生活の営みに係る見方・考え方を働
かせながらよりよい生活を実現する資質・能力を育んでいく
ことにつながる授業づくりについて，理論と実践の両面から
追究していくことを目的として開設する。具体的には，生活
の営みに係る見方・考え方を働かせた主体的・対話的で深
い学びの実現を，「学習過程や題材構成」「教師の具体的な
働きかけ」等の視点から，授業参観や講義，演習を行ってい
く。

瀬戸　房子（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年10月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月21日～
令和2年9月26日

令02-
10084-
508590号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】附属小で授業力アップ～
主体的・対話的で深い学びを促
す国語科学習指導～

　本講習は，子どもが「問い」をもち，国語科の特質に応じた
「言葉による見方・考え方」を働かせながら主体的・対話的
で深い学びを促す授業づくりについて，理論と実践の両面
から追究していくことを目的として開設する。具体的には，
「内容と形式の両面から言葉を吟味することにつながる一単
位時間の学習課題の設定」「言葉と言葉をつなぎ，自分の
考えを再構築させる学び合い」などの視点で講義や演習を
行っていく。

原田　義則（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年10月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月21日～
令和2年9月26日

令02-
10084-
508591号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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種
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鹿児島大学
【選択】附属小で授業力アップ～
社会的事象の見方・考え方を働
かせる社会科授業づくり～

　本講習は，社会科授業の参観や授業研究といった演習及
び，授業づくりを行う講義を通して，子どもが社会的事象の
見方・考え方を能動的に働かせながら社会的事象を追究し
ていく社会科授業づくりについて捉えていくことを目的として
いる。具体的には，「社会科で育む資質能力と社会的事象
の見方・考え方」，「社会的事象の見方・考え方を働かせる
ための問いの在り方」，「働きかけの在り方」について取り上
げていく。

上江洲　洋志（教育学部附属小学校主幹教諭）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年10月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月21日～
令和2年9月26日

令02-
10084-
508592号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】附属小で授業力アップ～
主体的・対話的で深い学びを実
現する生活科授業づくり～

　本講習は，子どもが自らの思いや願いの実現に向けて，
身近な生活に関わる見方・考え方を生かしながら，主体的
に対象に働きかけ続ける主体的・対話的で深い学びを実現
する生活科の授業づくりについて，理論と実践の両面から
追求していくことを目的として開設する。具体的には，授業
参観や授業研究，講義等を通して，主体的・対話的で深い
学びのある生活科授業像を共有するとともに，主体的・対話
的で深い学びを実現する生活科授業創造のあり方について
考えていく。幼小連携の観点から，幼稚園教諭についても
対象とする。

益山　富誉（教育学部附属小学校副校長）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年10月17日 教諭
小学校・幼稚園

教諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年9月26日

令02-
10084-
508593号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】附属小で授業力アップ～
自己の生き方についての考えを
深める道徳科学習指導～

　本講習は，子どもが「どのように生きるべきか」という問い
をもち，自己の生き方についての考えを深めるために，主体
的・対話的で深い学びの実現に向けた道徳科授業づくりに
ついて，理論と実践の両面から追究していくことを目的とし
て開設する。具体的には，道徳性を養うために行う「特別の
教科　道徳」の授業を「6年間のつながりを明確にした学習
内容設定」と「指導方法の具体化」を基にした授業を示し，
講義，演習を行っていく。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年10月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月21日～
令和2年9月26日

令02-
10084-
508594号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】附属中で学ぶ英語科授業
設計の基礎・基本

学習指導要領に基づいた，これからの時代に対応した授業
づくりの在り方について考える。これまで附属中学校で取り
組んできた問題解決的な学習を基盤とし，生徒の思考力や
表現力を育んでいく授業について意見交換を交えながら講
習していく。生徒がいきいきと学び合う「よい授業」をつくるた
めの具体的な考え方や手順を実際の教材を扱いながら学
びます。講習は日本語で行います。

山内　誠（教育学部附属中学校教頭）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校（英語）教

諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年7月10日

令02-
10084-
508595号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】附属中で学ぶ理科授業設
計の基礎・基本

学習指導要領に基づいた，これからの時代に対応した授業
づくりの在り方を考えます。これまで附属中学校で取り組ん
できた問題解決的な学習に加え，「主体的・対話的で深い学
び」を実現する手立てや方策を交えながら講習していきま
す。さらに、簡単な教具製作についても取り組んでいただ
き、そのノウハウを学んでもらいます。

二川　美俊（教育学部附属中学校副校長）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校（理科）教

諭
6,000円 15人

令和2年4月21日～
令和2年7月10日

令02-
10084-
508596号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】保育所・幼稚園における
特別支援教育

障害者差別解消法の施行に伴い，保育所・幼稚園において
もインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育
の推進が課題となっている。本講習は，保育所・幼稚園にお
ける巡回相談の事例を紹介するとともに，講義・演習を通し
て，合理的配慮の観点や障害のある幼児を中心に考えたユ
ニバーサルデザイン化を取り入れた支援の方法，事例検討
会などについて取り扱う。

奥　政治（教育学部附属特別支援学校副校長）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月28日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年7月7日

令02-
10084-
508597号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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鹿児島大学
【選択】特別支援学校のＩＣＴ活用
事例から学ぶ～プレゼンソフトで
作るデジタル教材～

特別支援学校におけるＩＣＴ活用の実際について，新学習指
導要領のポイントを押さえながら，各教科の理解を促進する
ための活用，認知特性や感覚機能障害，運動機能障害を
補う機器としての活用，意思疎通の補助的・代替的手段等
を紹介する。特に，この講座では，プレゼンテーションソフト
の基礎的な操作方法を演習形式で扱い，モデルとなる教材
や自作教材の作成を通して，特別支援教育の視点でＩＣＴを
活用できるようにする。

甫立　将章（教育学部附属特別支援学校教頭）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 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21日～
令和2年7月10日

令02-
10084-
508598号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】特別支援教育における授
業づくり（幼・小・中・高等学校教
諭，養護教諭対象）

特別支援教育において，一人一人の教育的ニーズに応じた
授業を具体的にどう進めたらよいかが課題となっている。本
講習では，特別支援教育の現状について紹介するととも
に，講義・演習を通して，子どもが主体となって学習に参加
する授業づくりの視点や日々の授業研究やケースカンファレ
ンスの方法等について具体的に取り扱っていく。また，共生
社会の実現に向けた心のバリアフリーについても取り扱うこ
ととする。

奥　政治（教育学部附属特別支援学校副校長）
甫立　将章（教育学部附属特別支援学校教頭）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月29日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・義務教
育学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校・幼保連携型
認定こども園教
諭、養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月21日～

令和2年7月8日

令02-
10084-
508599号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】特別支援教育における授
業づくり（特別支援学校教諭対
象）

特別支援教育において，一人一人の教育的ニーズに応じた
授業を具体的にどう進めたらよいかが課題となっている。本
講習では，特別支援教育の現状について紹介するととも
に，ＰＤＣＡサイクルに基づいた本校のカリキュラム・マネジ
メントの考え方を基に，子どもが主体となって学習に参加す
る授業づくりの視点や日々の授業研究の方法等について，
講義・演習を通して具体的に取り扱っていく。

奥　政治（教育学部附属特別支援学校副校長）
甫立　将章（教育学部附属特別支援学校教頭）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月30日 教諭
特別支援学校教

諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年7月9日

令02-
10084-
508600号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】身の回りの放射線と教育

本講習では（１）原子核の安定性と放射能，（２）放射線の性
質と物質の相互作用，（３）放射線の生体に与える影響，
（４）暮らし・研究に使われている放射線，（５）原子力発電に
ついて学び，（６）子供にもできる実験等で放射線教育につ
いて検討する。演習と調査についてはグループを組んで実
施するとともに，議論においてはファシリテータを互選し，ア
クティブラーニング型教育の導入について実践を兼ねて検
討する。

中村　祐三（学術研究院理工学域工学系准教
授）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和2年8月22日～
令和2年8月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 60人
令和2年4月21日～

令和2年8月1日

令02-
10084-
508601号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】自然の理解に役立つ博物
館資料

講義・演習・見学を通じて、博物館施設を活用した科学と理
科の学習について、その意義と方法を考察する。博物館施
設（動物園・水族館・植物園・自然史博物館）の資料を活用
して、「興味・関心と知識のフィードバック」の原理を持って子
どもたちの学習意欲につなげる。本講習は科学教育に関心
のある中学校理科・高等学校の理科担当教諭を対象とす
る。

鮫島　正道（非常勤講師）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月5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21日～
令和2年6月14日

令02-
10084-
508602号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】自然の理解に役立つ博物
館資料と自然遊び

講義・演習・見学を通じて、博物館施設を活用した自然界の
学習について、その意義と方法を考察する。博物館施設（動
物園・水族館・植物園・自然史博物館等）の資料を活用し
て、「興味・関心と知識のフィードバック」の原理をもって子ど
もたちの学習意欲につなげる。本講習は科学教育に関心の
ある幼稚園教諭・小学校教諭を対象とする。

鮫島　正道（非常勤講師）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月19日 教諭
幼稚園、小学校

教諭
6,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年6月28日

令02-
10084-
508603号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】奄美諸島の自然の理解と
博物館資料

講義・演習・見学を通じて、博物館施設を活用した自然界の
学習について、その意義と方法を考察する。奄美諸島の魅
力と特性について概説し、博物館施設の資料を活用して、
「興味・関心と知識のフィードバック」の原理をもって子どもた
ちの学習意欲につなげる。本講習は科学教育に関心のある
幼稚園教諭・小学校教諭・中・高の理科担当教諭を対象と
する。

鮫島　正道（非常勤講師）
鹿児島県奄美
市

6時間 令和2年7月12日 教諭

幼稚園、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21日～
令和2年6月21日

令02-
10084-
508604号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-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

鹿児島大学
【選択】食をめぐる文化的背景と
鹿児島県の産業と食

食育をすすめるに当たって、「食をめぐる文化的背景」に関
する理解は必要であり、日本と中国の歴史的かつ文学的な
観点から考察する。さらに、地産地消をすすめる上でも、鹿
児島県の特産品である「お茶」や枕崎の「鰹節」に関する知
識理解は重要である。受講対象者は標記の通りだが、食育
について関心の高い受講者を希望する。

竹本　寛秋（鹿児島県立短期大学　文学科准教
授）
土肥　克己（鹿児島県立短期大学　文学科教
授）
木下　朋美（鹿児島県立短期大学　生活科学科
助教）
福田　忠弘（鹿児島県立短期大学　商経学科教
授）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教
授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 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・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 30人
令和2年4月21日～

令和2年7月7日

令02-
10084-
508605号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】食育の最新情報、食に関
する指導ならびに衛生管理の実
際

国が、平成28年に策定した「第3次食育推進基本計画」で
は、新たに、若い世代に対する食生活改善の必要性、貧困
状況にある子どもの増加など食をめぐる社会状況の変化に
応じた課題を提起している。こうした最新事情とともに､今日
の児童生徒の食生活の課題について､並びに学校における
衛生管理責任者の役割について考察する。受講対象者は
標記の通りだが、食育並びに給食の管理について関心の高
い受講者を希望する。

多田　司（鹿児島県立短期大学　生活科学科准
教授）
町田　和恵（鹿児島県立短期大学　生活科学科
教授）
山下　三香子（鹿児島県立短期大学　生活科学
科准教授）
中熊　美和（鹿児島県立短期大学　生活科学科
助教）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教
授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 30人
令和2年4月21日～
令和2年7月10日

令02-
10084-
508606号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

琉球大学
【選択】天球儀をつかった星の動
きの理解－ICTを簡単に活用した
ひと工夫

星の動きに関する学習を行う際に、指導上の困難事項とし
て指摘されている「視点移動」（自分から見た太陽や星の運
動（日周運動、年周運動）と地球外に視点を移動して見た地
球の運動（自転、公転）との関係）をどのように児童生徒に
習得させるべきかといった学習指導上の問題点を把握し、
天球儀という古典的教具を上手に利用した（教具が抱える
限界も把握しながら）理科授業について考える。

吉田　安規良（大学院教育学研究科教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月14日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科

担当）
7,000円 12人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507986号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】教員のための放射線講座
～身のまわりの放射線利用から
災害まで～

東日本大震災以降、放射線に関するリテラシーの向上が求
められています。本講習では、放射線の基礎について講義
や実習を通して理解を深め、N（原子力・放射線）災害時の
対応についても触れます。また、放射線の社会的課題に対
する教育についても学習します。

濱田　栄作（教育学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月20日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（理科、社会科、
家庭科、技術科

担当）

7,000円 12人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507987号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】はじめてのプログラミング
－小学校プログラミング教育－

この講習では、小学生でも学べる「ドリトル」というコンピュー
タのプログラム言語を学びます。日本語でプログラミングが
できます。プログラミングは、まず作りたいものがあり、それ
に向かって作品を仕上げていくというものづくりです。その過
程で論理的思考が養われます。パソコンで日本語入力がで
きれば、他の基礎知識はいりません。数学苦手な人、パソコ
ンが苦手な人も大歓迎です。

岡本　牧子（教育学部准教授）
日熊　隆則（教育学部准教授）

沖縄県石垣市 6時間 令和2年8月7日 教諭 小学校教諭 7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507988号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】中学校におけるプログラミ
ング教育－小学校プログラミング
教育との連携－

新しい学習指導要領でうたわれているプログラミング教育に
ついて考えながら、日本語でプログラミングできる「ドリトル」
というプログラム言語を学びます。実習でのプログラム制作
やmicro:bit等を用いた製作を通して、中学校技術科だけで
なく数学や理科などの各教科、小学校との連携を具体的に
イメージすることで、普段の授業づくりに活かすことを目的と
します。プログラムを書いたことがないが、プログラミング教
育に興味のある方も大歓迎です。

岡本　牧子（教育学部准教授）
日熊　隆則（教育学部准教授）

沖縄県石垣市 6時間 令和2年8月8日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科、
数学科、技術科

担当）

7,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507989号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】家庭科衣生活領域の見
直し―型染めのかりゆしウェアづ
くり―

沖縄県の衣生活の特徴を再考・認識し、衣服製作の技能を
高める。具体的には、家庭科衣生活領域における題材のあ
り方を考える。そして簡単にできるデザインの衣服を製作す
る。紅型の技術を応用した型染めで文様を施すことで、服飾
デザイン・縫製・仕立て・型染めの技術・教育能力を養う。

松本　由香（教育学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月25日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（家庭科担当）

7,000円 6人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507990号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.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

琉球大学
【選択】思考力育成につながる教
師の技を高めるワークショップ

教師は、教育活動のさまざまな場面で学び手の思考力を育
てるための指導を行っている。本講習は、特に、知的好奇心
を育てる手品、子どもが集中する読み聞かせ、多様な思考
を促す学習クイズの三つのワークショップを通じて、教師の
力量を高めることを目的としている。

藏滿　逸司（大学院教育学研究科准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月4日 教諭 小・中学校教諭 7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507991号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】思考力育成につながる教
師の技を高めるワークショップ

教師は、教育活動のさまざまな場面で学び手の思考力を育
てるための指導を行っている。本講習は、特に、知的好奇心
を育てる手品、子どもが集中する読み聞かせ、多様な思考
を促す学習クイズの三つのワークショップを通じて、教師の
力量を高めることを目的としている。

藏滿　逸司（大学院教育学研究科准教授） 沖縄県石垣市 6時間 令和2年8月22日 教諭 小・中学校教諭 7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507992号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】「思春期」の子ども支援と
性教育入門

梅毒など性感染症の若年層への拡がりや、性的虐待・ス
クールセクハラ問題等、子どもをとりまく「性」の現実は否定
的状況を呈している。さらに沖縄県では、10代の出産率が
全国比２倍であり、貧困問題の重要な要因ともなっている。
本講習では、この現実を踏まえ思春期時代を生きる子ども
たちを対象とした性教育の課題（第1講）やその具体的な展
開方法（第2･3講）について講義し、教師自身の実践的力量
の獲得・向上を目指す。

村末　勇介（大学院教育学研究科准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年6月27日
教諭

養護教
諭

小・中学校教諭、
養護教諭

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507993号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】DNAの抽出とPCR実験、
電気泳動の実験と系統樹作成

動物の組織からDNAを抽出し、PCR、RFLPを利用して、動
物ごとのDNA断片の長さを比較します。また、DNA配列を用
いた系統解析の方法について、フリーソフトを利用して演習
を行います。

富永　篤（教育学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（理科担当）

7,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507994号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】実験数学入門

ウェブにおいてパスワード入力はなぜ安全か、物理公式は
どのようにして発見できるか、円周率を効率よく数えるには
どうすればよいか、ゲームにおいて必勝法はあるか、このよ
うな身の回りに起こる現象を、数学を用いて解析していく講
習です。

三枝崎　剛（教育学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年9月12日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（数学科担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507995号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】結び目理論の紹介

紐を適当に絡ませ、その両端を繋いだものを結び目と呼び
ます。絡まった電源コードの、両端をくっつけたものを想像す
ると理解しやすいでしょうか。一般に上のようにして結び目を
作ったとき、綺麗な円の結び目に戻るでしょうか。もちろん戻
らないものが沢山あるわけです。しかし、それをどう証明しま
しょう。これはとても難しい問題です。これを解決してくれる
アイデアに「不変量」があります。本講習では不変量を用い
て、多くの結び目が円に戻らないことを証明します。予備知
識は全く必要ありません。

三枝崎　剛（教育学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（数学科担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507996号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】LEDを用いた実験ともの
づくり

はじめに、半導体の基礎からLED発光原理について説明す
る。次に、簡易分光器を作製してLEDと白熱電球などの発光
の違いを実験により確かめる。更に、振動力発電を用いた
LED点滅実験や簡易LEDランタン製作などのものづくりを行
い、LEDを点灯・点滅させるための基本的事項について、実
習を通して習得する。ここで、LED教材や実験については、
小学生から高校生まで幅広く適応可能な内容である。

小野寺　清光（教育学部教授）
沖縄県宮古島
市

6時間 令和2年7月18日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（技術・理科・工

業担当）

7,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507997号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】「沖縄」を題材とした平和
教育の授業づくり

沖縄でこれまで行われてきた平和学習を批判的に検討し、
子どもが考える平和教育の在り方について、いくつかの実
践例から講義、解説し、その内容を踏まえ、授業づくりワー
クショップを実施し、教材をつくってみることを考える。ワーク
ショップでは、模擬授業なども取り入れ、教員自身が教材分
析をすることで、教材開発のポイントを考える講習です。

山口　剛史（教育学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月8日 教諭 小・中学校教諭 7,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507998号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】ｍicro:bitで学ぶプログラミ
ングとおもちゃ作り

はじめに、ｍicro:bitの特徴の説明および簡単なプログラミン
グを行う。
次に、各教科での応用例を示し、ｍicro:bitのどのような特徴
が利用されているか考察する。
実習では、教科での利用を意識しつつ、LEDやスピーカー、
モーター、サーボなどを使用してオリジナルの作品を製作す
る。
まとめとして、作品のデモンストレーションとその特徴につい
てプレゼンテーションを行う。

新垣　学（教育学部講師）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月20日 教諭

小・中・高等学校
教諭（主としてこ
れからプログラミ
ング教育を始め

る教諭）

7,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
507999号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】道徳授業を創る

学習指導要領（平成２９年告示）に基づいて「特別の教科
道徳」（道徳科）について解説した上で、「考え議論する道徳
授業」の意義やねらい、とりわけ教材研究、ねらいと発問の
重要性について具体的・実践的に考察する。高等学校にお
いては、学習指導要領（平成３０年告示）に基づき道徳教育
の充実についても解説する。

上地　完治（教育学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月31日 教諭
小・中・高・特別
支援学校教諭

7,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508000号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】小中高におけるノンバー
バルコミュニケーション

児童・生徒間のコミュニケーションと相互理解・協調性を高め
ることには、教育上、非常に重要なことであるが、ノンバーバ
ル・コミュニケーションとしてのボディムーブメントやダンスに
よる指導法を体験的に実習し、それらが児童・生徒たちの
個々あるいは集団での表現能力向上に繋がって行くように
する為の基礎を学ぶ。

服部　洋一（教育学部教授）
松川　夏子（カンパニードリームアート　主宰）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月13日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508001号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】発声法・歌唱法～ベル・カ
ント唱法に基づく日本語歌詞のさ
ばき方

学校教育における独唱・重唱・合唱に必要な「美しく自然な
声で歌う」技術体得の方法と教え方を演習で学び、まずは自
らが児童・生徒たちに歌って示せる教師となることを目指
す。イタリア発祥のベル・カント唱法をいかにして日本歌曲・
合唱曲の歌詞さばきと表現に応用するかを学ぶ。講習で学
んだこと全てが１日で身に付くわけではないが、講習後も自
己練習を重ねる中で技術を向上させて行ける方法を理解し
体得することを目的とする。

服部　洋一（教育学部教授） 沖縄県石垣市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小・中・高等学校
教諭(音楽担当)

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508002号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】体育心理学の運動学習
理論とトレーニング実践

本講習は、学校体育で扱う教材を中心とし、以下の通り展
開する。
・運動学習の基礎理論を理解し、バランス制御学習へ応用
する。
・トレーニングの原理原則を理解し、正しいトレーニング方法
を学習する。

増澤　拓也（教育学部准教授）
砂川　力也（教育学部准教授）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月12日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭

（保健体育担当）
7,000円 12人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508003号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】学校体育における研究授
業の進め方

本講習は、学校体育における研究授業を計画するため、子
どもの発育発達に応じた運動学習理論を理解しつつ、子ど
もの心身の変化をどのように読み取り、どう分析するか？そ
して、得られた結果を基にして、今後の授業展開に必要な
情報を正確に捉えるための技能を身につける学習を行う。

砂川　力也（教育学部准教授）
沖縄県宮古島
市

6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（保健

体育担当）
7,000円 10人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508004号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】資質・能力を育成するた
めの教育方法とは

本講習では、教育方法とは何か、資質・能力を育成するた
め実践的な方法論について検討します。過去の教育方法の
源流だけではなく、現代におけるカリキュラム設計論を踏ま
え、知識・技能を総合して使いこなすことが可能となる活用
力を求めるようなパフォーマンス課題の作り方をワークショッ
プを通して体験し、思考力・判断力・表現力を育む指導と評
価の在り方を追究する。

鄭　谷心（教育学部講師）
沖縄県中頭郡
西原町

12時間
令和2年8月20日～
令和2年8月21日

教諭
幼・小・中・高等

学校教諭
14,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508005号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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種
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琉球大学 【選択】消費者教育入門

本講習は、消費者教育ならびに現在の消費生活について
の理解を深めるだけでなく、自身の消費生活について考え
させる内容となっている。前半は、受講生自身の消費生活
について問い直しをさせながら、消費者に必要とされる基礎
的な内容（権利や制度、消費者問題等）についての講義及
び演習を行い、消費生活に関する理解を深める。後半は、
消費者教育（消費者市民教育）の内容やねらい、学校教育
で行われる消費者教育（消費者市民教育）についての講義
及び演習を行い、消費者教育に関する理解を深める。

土屋　善和（教育学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月12日 教諭

小・中・高等学校
教諭（消費者教
育に関心がある

教諭）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508006号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】思考を働かせる家庭科の
実習をめざして

本講習は、「つくるだけ」で終わらないための家庭科におけ
る実習の在り方ついて検討をしていく内容となっている。前
半は、家庭科における実習の効果及び課題や現状、思考を
働かせる手立てについて講義及び演習を通して理解を深め
る。また事例をもとに思考を働かせるヒントを探る。後半は、
ワークショップ等を通して思考を働かせる実習を検討し、具
体的な授業を構想する。

土屋　善和（教育学部准教授）
道田　泰司（教育学研究科教授）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（家庭科担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508007号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】幼稚園や小学校で活用で
きる身近な生物を使った自然体
験学習

子どもたちが身近な自然と触れ合うことは、幼稚園や小学
校の教育において大切ですが、日本本土とは大きく異なる
自然環境にある沖縄県では、身近に見られる生物について
詳しく知る機会が限られています。そのため本講習では、身
近な生物の基礎知識、野外での危険生物とその対処法に
ついての演習、身近な昆虫の興味深い行動観察実験などを
通して、幼稚園や小学校の授業で楽しく遊び・学べる自然体
験学習について詳しく解説します。

杉尾　幸司（大学院教育学研究科教授）
宮国　泰史（グローバル教育支援機構特命助
教）
中村　元紀（沖縄県立球陽高等学校　教諭）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月19日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
7,000円 16人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508008号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】音楽を創造する力　〜作
曲・編曲の基礎〜

「楽譜を正しく読む力」、そして「音楽を“ことば”で伝える力」
の基本から始める。
楽曲分析の方法、和声学の基礎、転位がもたらす音楽的変
化を学び、創造プロセスの疑似体験（模倣創作）を通して作
曲・編曲法の基礎技術、すなわち「模倣力、創造力、そして
創作過程における問題解決力」の習得を目指す。

村田　昌己（教育学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月8日 教諭

小学校教諭（音
楽専科）、中・高
等学校教諭（音

楽担当）

7,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508009号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】教師のための疫学入門
（これであなたも諸葛孔明になろ
う）

予防医学の実践方法である疫学を学び、学校現場において
質問紙調査や得られたデータを統計解析を用いて分析する
能力を身に着け、学校現場における児童生徒の学力及び
体力の向上、健康増進及びメンタルヘルス改善に向けた疫
学の実践力を養うための講習である。根拠に基づく教育
（evidence based education）の実践が可能となり、統計処理
など教育の情報化に対応し、予防医学の最前線である一般
教諭がいじめ、不登校の応用例を学ぶことは意義深い。

笹澤　吉明（教育学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月18日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508010号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】目からうろこのサッカー指
導

受講生にサッカーに必要な基本的スキルであるキック、ト
ラップ、ドリブル、ヘディング、リフティング等の技術を習得さ
せ、集団戦術・スキルへと応用して、質の高いゲームを実践
できる能力を身につけさせる。指導者自身がこれらのスキ
ルを獲得し、生徒に自信を持って試技を見せながら指導す
ることは、サッカーの特性である比較的器用な手（腕）を使え
ない種目を指導する上で必要不可欠であり、その指導力を
身につけることによって、生徒たちのゲームの質を高め楽し
ませることができる。

笹澤　吉明（教育学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月1日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（保健体育・課外
活動担当）

7,000円 18人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508011号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】沖縄の食生活と食文化－
持続可能な食生活をめざして－

沖縄の食生活、食文化に関する講義・演習、地域の食材を
用いた調理実習・実験等を行いながら、持続可能な食生活
について考究する。午前は、①沖縄の食生活と食文化の現
状と課題に関する講義やディスカッション、②学習指導要領
における小・中・高校の「家庭科」食生活領域、食育の推進
に関する内容を概説し、持続可能な食生活をめざして取り
組める事柄について考察する。午後は、地域の食材を用い
た調理実習・実験を行う。

田原　美和（教育学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月14日
教諭

栄養教
諭

小・中・高等学校
教諭（家庭科担
当）、栄養教諭

7,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508012号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】英語テスティング入門　〜
中学校、高校のよりよい定期テス
トへの処方箋〜

本講習では、英語の筆記テストに焦点を当て、（１）よりよい
テストを作成するための基本的なテスティングの考え方につ
いて講義、（２）テスティング理論をもとにした筆記テストの設
計、（３）テスト改善のポイント、およびテストの改善演習を行
う。これらの講義・演習を通して、理論に基づいた筆記テスト
作成の実践的力を養う。

深澤　真（教育学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月16日 教諭
中・高等学校教
諭（英語担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508013号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】学校におけるストレスマネ
ジメント教育の理論と実際

ストレスの本質理解、ストレスマネジメント教育の必要性お
よび実践方法を中心に講義、演習を行う。また、学校におけ
る授業介入事例の紹介を行い、各校種や学校課題に応じ
た、より効果的な教育方法についても討議を行う。

宮城　政也（教育学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月14日
教諭

養護教
諭

養護教諭、小・
中・高等学校教

諭
7,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508014号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】資質・能力の育成に向け
た算数科の授業づくり

午前は、新学習指導要領における資質・能力の育成に向け
た算数科でのポイントを中心に講義を行う。その後、算数科
の資質・能力の育成に向けた取組を示し、教科書の教材を
使って、指導案の本時案づくりを行わせる。
午後は、ワークショップ形式による本時案の協議、本時案作
成における工夫点等についての全体発表といった活動を通
して、自分の授業づくりについて再考させる。

森　力（教職センター准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月15日 教諭 小学校教諭 7,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508015号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】子どもの心に触れる描画
心理学

子どもの描画には、その子が伝えたい様々な思いが表現さ
れています。その思いを教師が描画を通して受け止めること
ができたならば、その子に寄り添った関わりができると考え
ます。この講習では、様々な描画法（家族画、学校画、自画
像、自由画）について事例を交えながら、描画の解釈につい
て講義します。また、受講生の皆さんが持参された描画につ
いてもアセスメントを行い、描画心理学の面白さを学習しま
す。

平田　幹夫（教職センター教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年6月13日 教諭
幼・小・中・高等

学校教諭
7,000円 80人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508016号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】小中学校教諭を対象とし
た朗読や音読等、声と言葉によ
る表現スキル

教師自身が自分の声について知り、その声を活用すること
で表現の幅が広がることを実感してもらえるように、スキル
を身に付けてもらう講習です。そのことによって、教材の持
つ良さを伝えたり、文学などの世界を味わわせることができ
ると考えています。また、児童生徒への音読や朗読、群読指
導に生かせる表現スキルも講習内容に織り込むことで、授
業力向上にもつながります。さらに、表現力のスキルアップ
をすることで、より豊かな教師生活が送れるような学びがい
のある講習です。

上江洲　朝男（教職センター准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

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

科担当）
7,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508017号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】シュタイナー教育と学力

どんなに思考力があっても「やろう」という意欲がわかなけれ
ば何もできません。また思いやりの気持ちがなければ、せっ
かくの思考力も自分の勝手にしか使われません。強い意志
と豊かな感情を備えることによって初めて、思考力を十二分
に生かすことができます。この講習では、こんな視点から思
考・感情・意志について学びます。

寺石　悦章（人文社会学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月23日 教諭 小・中学校教諭 7,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508018号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学 【選択】シュタイナー教育と学力

どんなに思考力があっても「やろう」という意欲がわかなけれ
ば何もできません。また思いやりの気持ちがなければ、せっ
かくの思考力も自分の勝手にしか使われません。強い意志
と豊かな感情を備えることによって初めて、思考力を十二分
に生かすことができます。この講習では、こんな視点から思
考・感情・意志について学びます。

寺石　悦章（人文社会学部教授）
沖縄県宮古島
市

6時間 令和2年8月2日 教諭 小・中学校教諭 7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508019号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】シュタイナー教育と学力

どんなに思考力があっても「やろう」という意欲がわかなけれ
ば何もできません。また思いやりの気持ちがなければ、せっ
かくの思考力も自分の勝手にしか使われません。強い意志
と豊かな感情を備えることによって初めて、思考力を十二分
に生かすことができます。この講習では、こんな視点から思
考・感情・意志について学びます。

寺石　悦章（人文社会学部教授） 沖縄県石垣市 6時間 令和2年8月1日 教諭 小・中学校教諭 7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508020号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】地域に根差した国際理解
教育（琉大編）

この講習では、地域に根ざした国際理解教育の主旨と方法
について学ぶ。現場にひきつけた学びを重視する観点か
ら、アメラジアンスクール・イン・オキナワのサマースクール
を見学し、教員と交流するフィールドワークを行う。2日目
は、受講生による模擬授業または授業案の発表を行い、受
講生どうしの学び合いを促す。

野入　直美（人文社会学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

12時間
令和2年8月12日～
令和2年8月13日

教諭

小・中・高等学校
教諭（地域教材、
国際理解教育、
参加型学習に関
心をもつ教諭）

14,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508021号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】地域に根差した国際理解
教育（宮古島編）

この講習では、地域に根ざした国際理解教育の主旨と方法
について学ぶ。宮古島における台湾との交流の現場を訪ね
るフィールドワークを行う。2日目は、受講生による模擬授業
とワークショップを行い、受講生どうしの学び合いを促す。

野入　直美（人文社会学部准教授）
沖縄県宮古島
市

12時間
令和2年8月19日～
令和2年8月20日

教諭

小・中・高等学校
教諭（地域教材、
国際理解教育、
参加型学習に関
心をもつ教諭）

14,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508022号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】現代国際関係の諸問題と
その分析

国際関係論の分析概念を提示した上で、現代の国際問題
について多角的視野から検討していく。また、戦争を防ぎ平
和を達成する方法、冷戦後の国際社会の変容、東アジア国
際関係の現状と課題などについても講義する。

金　成浩（人文社会学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校教諭、中・
高校教諭（社会

科担当）
7,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508023号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】学級経営課題（集団作り
や崩壊防止）の体験の分かち合
いと実践への模索

講師はグループ的アプローチを専門としており、受講者がリ
ラックスし安心できる場を提供します。受講者は体験のシェ
アや必要に応じたロールプレイの試みなどから、児童・生徒
や保護者への関わり方や、学校内の様々な人間関係、抱え
ている問題解決へのヒントや対応原理を模索します。２日間
の利点を活かし、ゆったり、そしてじっくりと、受講者同士が
互いに無理なく情報を交換したり温かく支えあったりする優
しい時間を提供したいと考えています。

水野　良也（人文社会学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

12時間
令和2年8月17日～
令和2年8月18日

教諭

小・中学校教諭
（学級担任及び経
験者、学級経営
に違和感や難し
さを感じている教

諭）

14,000円 12人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508024号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】ストレスマネジメントの理
論と実践（セルフケア技法：リセッ
ト等の体験を通して）

児童虐待等への対応を含め様々な課題が増加する傾向を
有する学校現場の状況によって、教職員の短期・長期の離
職を予防する必要性が高まっている。その予防策の一つと
しての教員自身によるストレスマネジメントについて、それが
必要となる背景やその実際の理解を深める。加えて、具体
的に実践可能な技法として、セルフケア技法であるリセット
等を実際に体験し、具体的なストレスマネジメントについて
の理解を深める。

本村　真（人文社会学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭、

栄養教諭
7,000円 10人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508025号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】教師のためのコーチング：
タブレット端末を活用した授業設
計

本講習では、まず、タブレットを活用した動画マニュアル作
成方法とその効果について、コーチング・スキルの例を取り
上げながら学習します。次に、コーチング・スキルについて、
動画マニュアルの作成や行動分析を行いながら学んでいた
だきます。動画マニュアル作成は様々な授業に応用可能な
手法です。

井川　浩輔（国際地域創造学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月11日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 12人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508026号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】教師のためのファシリテー
ション

本講習では、まず、ファシリテーションと授業のタイプや先生
の役割との関係など、ファシリテーションの基礎知識につい
て学習します。次に、ファシリテーターに求められる、場のデ
ザイン、対人関係、構造化、合意形成、という4つの基本ス
キルについて、実際に体験していただきます。授業で使える
ファシリテーションに関連するアクティビティなどについても
紹介いたします。

井川　浩輔（国際地域創造学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月13日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 12人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508027号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄移民と世界に拡がる
ウチナーネットワーク

近代期に日本、とりわけ沖縄県から多くの人々が海を渡り、
ハワイ、北米、南米などに移民をした。移民を送り出して1世
紀以上経った現在は、すでに三世、四世の世代となってい
るが、沖縄県系人としてのアイデンティティと文化を保持して
いる。本講義では日本移民・沖縄移民の歴史的な流れや、
現在、世界のウチナーンチュとして様々なウチナーネット
ワークを構築して母県・沖縄と交流している諸相を解説す
る。

宮内　久光（国際地域創造学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

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

（社会科、地歴科
担当）

7,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508028号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄移民と世界に拡がる
ウチナーネットワーク

近代期に日本、とりわけ沖縄県から多くの人々が海を渡り、
ハワイ、北米、南米などに移民をした。移民を送り出して1世
紀以上経った現在は、すでに三世、四世の世代となってい
るが、沖縄県系人としてのアイデンティティと文化を保持して
いる。本講義では日本移民・沖縄移民の歴史的な流れや、
現在、世界のウチナーンチュとして様々なウチナーネット
ワークを構築して母県・沖縄と交流している諸相を解説す
る。

宮内　久光（国際地域創造学部教授） 沖縄県石垣市 6時間 令和2年8月3日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（社会科、地歴科
担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508029号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】観光とウェルネス健康教
育

世界的なウェルネス産業・市場の成長を背景に観光立国に
続く新たな日本再興戦略として「健康立国」が掲げられ、健
康と観光の融合による新産業創出や地方創生への期待が
高まっている。世界的動向を踏まえながら地域の課題解決
の糸口となる教育力の醸成として旅や観光の気づきを活か
したウェルネス健康教育プログラムの開発に資する講義お
よびマインドフルネス演習を行う。

荒川　雅志（国際地域創造学部教授）
相澤　和人（国際地域創造学部非常勤講師）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月2日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508030号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】子供達に教えたい沖縄の
文化、うちなーぐち

講習は大きく3つの部分から成る。1つ目では、うちなーぐち
の構造（音声、語、文など）を日本語と比較しながら違いや
共通点を学ぶ。2つ目では、実際にうちなーぐちを使って会
話をする。講習の最初の部で学んだ表現や語彙、文の構造
を実際に使って確かめる。3つ目では、授業で子供達に効果
的に教える方法を学ぶ。

島袋　盛世（国際地域創造学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月21日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508031号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】英語で英語を教えるため
のアクティブ・ラーニング教材開
発

新学習指導要領で示されている「三つの資質・能力」を再確
認した上で、現在の自分の英語授業を振り返りながら、生徒
の「主体的な」学習態度を育てるためのアクティブ・ラーニン
グの活動について意見交換をする。また、「英語で英語を教
える」ことへのハードルを下げるためにできることを共に考え
る。後半は、グループごとに2学期に使用できる授業計画案
の作成、実演及び授業後のディスカッションを行う。

金藤　多美子（国際地域創造学部講師）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月19日 教諭
中・高等学校教
諭（英語担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508032号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄県立埋蔵文化財セン
ターで実践する教材づくり

日本と沖縄の考古学研究の現状と成果に関する概要を講
義する。その上で、主に小中学校・高等学校における学校
教材として、考古学資料を如何に活用することができるか、
実践的に検討する。

後藤　雅彦（国際地域創造学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月30日 教諭
小・中・高等学校
教諭（考古学に関
心のある教諭）

7,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508033号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学 【選択】ことばと文化の魅力

兼本はことばの中に潜む文化の楽しさについて、映像を中
心に講義する。前半は人間の体の一部である「足」の文化
的意味について講義する。後半では、アメリカのナンバープ
レートの意味を解読する。島袋はうちなーぐち、日本語、英
語の発音の魅力について講義をする。高良は世界英語とい
う観点から、前半はイギリス英語とアメリカ英語の語彙の比
較、後半は日本語と英語の略語の仕組みについて講義をす
る。

兼本　円（国際地域創造学部教授）
島袋　盛世（国際地域創造学部教授）
高良　宣孝（国際地域創造学部准教授）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月17日 教諭
幼・小・中・高等

学校教諭
7,000円 80人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508034号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】アクティブ・ラーニングで
学ぶESD（持続可能な開発のた
めの教育）

新学習指導要領全体において基盤となる理念として組み込
まれた持続可能な社会の担い手を創る教育であるESD（持
続可能な開発のための教育）について、その背景や推進経
緯、取り組みの現状と可能性を学びます。そして、ESDの視
点に立った学習を持続可能な社会づくりに関する問題解決
学習と捉え、SDGs（持続可能な開発目標）で掲げられた目
標達成との関連から沖縄ならではのテーマづくりや教材開
発に活かすことを目指します。

大島　順子（国際地域創造学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月11日 教諭

小・中・高等学校
教諭（「総合的な
学習の時間」の

進め方やSDGsの
教材化に興味・関
心を持つ教諭）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508035号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】アクティブ・ラーニングで
学ぶESD（持続可能な開発のた
めの教育）

新学習指導要領全体において基盤となる理念として組み込
まれた持続可能な社会の担い手を創る教育であるESD（持
続可能な開発のための教育）について、その背景や推進経
緯、取り組みの現状と可能性を学びます。そして、ESDの視
点に立った学習を持続可能な社会づくりに関する問題解決
学習と捉え、SDGs（持続可能な開発目標）で掲げられた目
標達成との関連から沖縄ならではのテーマづくりや教材開
発に活かすことを目指します。

大島　順子（国際地域創造学部准教授） 沖縄県石垣市 6時間 令和2年8月15日 教諭

小・中・高等学校
教諭（「総合的な
学習の時間」の

進め方やSDGsの
教材化に興味・関
心を持つ教諭）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508036号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】やんばるで学ぶ世界自然
遺産学習

世界自然遺産登録を目指す琉球弧の一地域である沖縄島
北部（やんばる）を対象に、世界遺産の正しい理解と活用の
あり方を現地でのフィールドワークやアクション・ラーニング
を通して学び、ESD（持続可能な開発のための教育）として
の世界自然遺産学習の授業モデルづくりと教材開発に取り
組むことを可能にする講習です。

大島　順子（国際地域創造学部准教授）
蔵満　逸司（大学院教育学研究科准教授）

沖縄県国頭郡
国頭村

12時間
令和2年10月31日～
令和2年11月1日

教諭

小・中・高等学校
教諭（「総合的な
学習の時間」の
進め方に興味関
心を持つ教諭）

14,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508037号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】生物の多様性と保全

豊かな自然に恵まれた沖縄では、生物の多様性とその保全
についての理解は重要である。しかし、誤った理解から保全
を目指した活動が生物多様性を撹乱してしまう事態も生じて
いる。本講習では教員が生物多様性と保全について、児
童・生徒に（生物学的に）正しい考え方を指導するための基
礎知識を、主に沖縄の自然を事例として取り上げる。また、
外来動物の糞の分析を通して生態系への影響を考える実
習を行う。

広瀬　裕一（理学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月18日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（理科担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508038号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】関数の微分積分と微分方
程式

まず、関数及び関数の微分積分についての基本的な事柄を
復習し、具体例を通して、微分方程式について解説する。次
に、微分方程式が変数分離形である場合の解法を解説し、
いくつかの例題で確認する。また、微分方程式が同次形の
場合の解法を解説し、いくつかの例題で確認する。さらに、
線形微分方程式の解法を解説し、いくつかの例題で確認す
る。時間に余裕があれば、その他の場合にも言及する。

須藤　隆洋（理学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月13日 教諭
中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508039号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学 【選択】実験で学ぶ物理現象

β線の吸収実験器やフランクヘルツ実験器などの実験器具
を用いていくつかの課題に関する物理実験を行う。得られた
データを解析して実験を行った課題の物理現象を理解し、
同時に測定誤差の取り扱いについても学ぶ。具体的には得
られたデータを処理してグラフ用紙などにプロットを行い、測
定結果を誤差と共に報告する。データ処理には基本的な数
学の知識を必要とする。受講者が学校の教育現場で実験を
実践できるように実習を行う。

深水　孝則（理学部教授）
阿曽　尚文（理学部教授）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月25日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（理科担当、実験
や物理に関心の

ある教諭）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508040号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】置換と数え上げ

置換とは順列を動的に捉えた概念である。つまり、並べ替え
の操作そのものに着目したものが置換である。置換によっ
て対象物が並べ替えられる様子を記述することを通じて、置
換の不動点と「軌道」の個数の関係を紹介する。一つの応
用として、具体的な数え上げの問題への適用を見る。

木本　一史（理学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月25日 教諭
中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508041号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】振り子の運動と楕円関数

古典力学は日常的なレベルでの物体の運動を記述する法
則であり、その記述は数学的には微分方程式を用いてなさ
れる。まず初等関数、特に三角関数および逆三角関数につ
いてその性質を復習する。三角関数の性質を基にその一部
を拡張することにより楕円関数が導入される。楕円関数の
諸性質を述べた後、応用として振り子の運動が楕円関数を
用いて記述されることを解説する。

眞野　智行（理学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月14日 教諭
中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508042号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】初等的な確率の問題と多
面体の模型2020

確率に関する面白い問題を紹介します。例えば、1つのサイ
コロを振り続けて、(i) 1.2.1の目がこの順番で連続して出る
のと、 (ii) 1.1.2がこの順番で連続して出るのは、平均してど
ちらが早く出るでしょうか。(i)と(ii)は、平均して何回目と何回
目くらいに現れるのか？予備知識は必要ありませんので、
中学校の先生も歓迎します。午後は多面体の模型を作りま
す。

前田　高士（理学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月19日 教諭
中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508043号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】確率から推測統計へ

確率や統計は日常よく用いられているが、勘違いしているこ
ともまま見受けられる。
この講習では、推測統計に必要な確率を準備し推測統計に
関するいくつかの入門的な話題(特に仮説検定)を、それが
何を意味しているか、どのように論証されるかを、実際に計
算して調べていく。

杉浦　誠（理学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月22日 教諭
中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508044号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】ヘルダーの不等式とミンコ
フスキーの不等式について

線形空間に絶対値のようなものノルムを定義することがある
が、その際に、ミンコフスキーの不等式が必要となる。本講
習では、具体的な線形空間を考え、その線形空間にノルム
を定める際に必要となるミンコフスキーの不等式、そのため
の準備で必要になるヘルダーの不等式について述べ、その
証明の仕方を考える。それを通して、中学、高校などで数学
を教える際の基本となる事柄について再確認する。

小高　一則（理学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年9月12日 教諭
中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508045号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】身近な「かがく」と未来の
「かがく」 ～持続可能な社会を作
る人材を育てるために～

前半は身の回りに溢れている現象や物質、製品などに潜ん
でいる「科学」について高等教育の観点から紹介し、初等・
中等教育でどう教えるかを解説しつつ、関連した実験を行う
（演示実験の場合あり）。後半は水素エネルギーについて正
しい水素の知識を講義し、実際に水素を利用した実験を行
う。最後に身近な科学を使った実験をグループでデザイン
し、発表する。

中川　鉄水（理学部助教）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月23日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（理科担当）

7,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508046号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】光と物質―色と化学変化
―

光と物質は相互作用して様々な現象（色や化学変化など）を
引き起こす。本講習では身近な例と特徴・考え方を紹介する
が、理科教育を中心に、環境教育（光エネルギー利用）、保
健教育（光の人体への作用）、芸術教育（色と関連深い）、
産業教育（光技術・生産）など、学校教育の様々な場面で活
かせる内容が多く含まれる。受講者には、これらを題材に科
学的思考を学び、各々の立場から教材としての活用、取扱
い、展開を考えてもらう。

漢那　洋子（理学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月1日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（理科担当及び光
や色・光化学に関
心のある教諭）

7,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508047号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】放射能・放射線の基礎と
その応用

放射能、放射線の発見の歴史から始まり、放射性核種と一
般的な核種との違いを講義する。
放射壊変の数的取扱、放射平衡、年代測定の基礎を講義
する。
放射線の測定装置の原理と構造を講義し実機で演示測定
をする。
天然放射性核種の種類と生活環境中での存在を講義する。

棚原　朗（理学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月15日 教諭

中・高等学校教
諭（理科担当及び
原子力や放射能
について関心の

ある教諭）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508048号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】分子・細胞レベルから生
物を考える

午前中は、生物学とは何かという問いかけを踏まえて、基礎
的な内容を中心に、多細胞生物における生理現象を含め
て、講義を行う。
午後は、より具体的に、ゲノム研究など、いくつかの研究事
例を紹介する。

大瀧　丈二（理学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月22日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（理科担当）

7,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508049号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】入門・藻類の世界―池の
水の観察や光合成色素分析によ
り生物進化にアプローチする―

２部構成の実習と講義からなり、第１部として、身近な池の
水等の微小生物の観察を通じ、生物の驚くべき多様性を実
体験することから、生物進化を解説する。第２部は、水圏に
適応した藻類を用いたクロマトグラフィー実験を行い、光合
成色素の多様性について解説する。

須田　彰一郎（理学部教授）
田中　厚子（理学部助教）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月23日 教諭
中・高等学校教

諭（理科、生物担
当）

7,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508050号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】琉球列島の成り立ち（野
外地質巡検）

琉球列島の島々がどのようにして形成されたのかについ
て、代表的な地層や地形を観察しながら解説する。特に (1)
沖縄本島中南部地域に分布する地層（泥岩や石灰岩）から
読み取れる沖縄島の形成過程と、(2) 海岸地形から読み取
れる沖縄の沿岸環境の変遷について学ぶ。

藤田　和彦（理学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月21日 教諭

小・中・高等学校
教諭（生活・理
科・環境教育担

当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508051号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】農業・環境における土壌
の役割

午前の最初の講義で基礎的な土壌の特性について解説し、
その後に農業における土壌の役割(養分保持、保水機能な
ど)、環境における土壌の役割(炭素蓄積、河川水の水質な
ど)について解説し、土壌の重要な役割について理解度を深
める内容である。

金城　和俊（農学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月21日 教諭
中・高等学校教
諭（理科、技術

科、農業科担当）
7,000円 15人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508052号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】樹木のかたちとつくり−森
が繁栄し、木材が建築や素材に
愛用される理由を考える

陸上の高等植物は根・茎・葉からなり、樹木は茎を特別に発
達させる。細胞分裂をする組織が巧みな位置にあり、非常
に単純で合理的なからだを形成していく。こうした樹木のか
たちとつくりを理解する。そして、それらが、樹木の長い寿
命、陸上での森林の繁栄、木材や和紙の耐久性や多様な
利用など様々な面にどうつながっているのか、子どもにも分
かる用語・方法や論理の流れで、指導し、発問し、議論し、
理解していく。

亀山　統一（農学部助教）
沖縄県中頭郡
西原町

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

（理科、技術家庭
科、農業科担当）

7,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508053号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】食と栄養に関する基礎実
験

受講生が基礎知識としてすでに身につけていると思われる
個々の食品成分や栄養素の機能性について整理する。さら
にエネルギー源として最も基本的な栄養素である糖質を取
り上げ、消化や代謝に関連する基礎的な実験を行う。

大西　竜子（農学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月25日
教諭

栄養教
諭

小・中・高等学校
教諭（食育、給食
指導、家庭科担
当）、栄養教諭

7,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508054号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】栄養教諭の職務内容
栄養教諭として、（１）食に関する指導と、（２）学校給食の管
理を一体のものとしたその職務内容を習得するものとする。

森山　克子（農学部准教授）
宮城　一菜（農学部准教授）

沖縄県中頭郡
西原町

12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

栄養教
諭

栄養教諭 14,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508055号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】畜産食品加工の理論と技
術

まず、講義において、沖縄の牛、豚、鶏肉等の食肉生産の
現状を概説する。次に、基本的な食肉加工技術とその原理
を説明する。さらに、代表的な食肉加工品であるハム、ソー
セージ及びベーコンの加工実習を行い、畜産食肉加工の理
論と技術を習得する。

伊村　嘉美（農学部准教授）
川本　康博（農学部教授）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月7日 教諭
小・中・高等学校
教諭（理科、農業

担当）
7,000円 10人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508056号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】身近なさび

腐食（さび）は、金属が環境との化学的相互作用により劣化
する現象であり、自動車が錆びる等、身近に生じる現象であ
る。そのさびの基本である酸化（アノード）反応、還元（カソー
ド）反応について概説し、種々の金属におけるさびの形態
（均一腐食および局部腐食）について講義する。後半は、局
部電池をモデルとした実験で現象を確認し、理解を深める。

押川　渡（工学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月20日 教諭
高等学校教諭
（工業科担当）

7,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508057号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】国内外のエネルギー事情
と再生可能エネルギー変換機器

国内外のエネルギー事情を二酸化炭素排出量や化石燃料
消費量を基に講義する。また、再生可能エネルギーを活用
するための電力変換器の基礎を学ぶと共に電力変換器の
作成実習を通して再生可能エネルギーの特徴や活用方法
を具体的に学ぶ。

千住　智信（工学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年9月6日 教諭
中・高等学校教

諭（理科、社会科
担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508058号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】アインシュタインの相対性
理論を題材として数学と物理の
融合を考える

アインシュタインの相対性理論は、物理学のなかでも特別に
広く市民に知られている。その物理を表す数学は四則演算
でほとんど書かれており、中学の理科や数学程度で理解で
きる内容となっている。こうした物理を一つの教材として用い
て、身の周りに現れる物理現象を数学をもって表現できる事
の意味を理解し、その方法を身に着ける。こうした経験を通
じて、現代社会を生きる我々が数学や物理の基礎を身に着
けることの必要性を理解する。講義とグループ討議による演
習を行い、アクティブラーニングの形式を取り入れる。

仲座　栄三（工学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月4日 教諭
中・高等学校教

諭（数学、物理担
当）

7,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508059号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】音環境教育を教育現場に
取り入れる

沖縄県内小学校の教室はオープンスペース型が多く採用さ
れており、実に中南部の学校の半数を占めている。しかし、
本土の学校においては取りやめているのが現状である。筆
者はこれまで、教室内音響調査、アンケート調査を実施し、
オープンスペース型教室の問題点を指摘しており、これまで
得られたデータをもとに、音響教育の重要性を受講者の皆
さんに示し、相互の意見交換を行う。

渡嘉敷　健（工学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年9月5日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 10人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508060号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】授業に活かせるマルチメ
ディア教材のつくりかた

本講習では、まず教育工学の重要性について説明します。
次にマルチメディアとはどのような特性があり、どのような技
術的なスキルがあるのかを解説します。さらにインターネット
上から取得可能なコンテンツ資料をダウンロードし、これらを
編集や加工し、学校授業を想定したマルチメディア教材を自
作します。

姜　東植（工学部准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月8日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508061号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】保健室経営を見直そう

学校教育活動における学校保健計画の立案や実践に、養
護教諭としてこれまでどのように関与してきたかを振り返る
機会とする。講義内容としては、「学校保健計画」と「保健室
経営計画」との関連や違い、保健室の運営を効果的に行う
ための計画・評価の仕方等である。また、各自が勤務してい
る学校の「学校保健計画」「保健室経営計画」を基に情報交
換を行い、実践に役立つものとする。

和氣　則江（医学部保健学科講師）
喜久川　美沢（育英義塾教員養成学院　非常勤
講師）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年6月28日
養護教

諭
養護教諭 7,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508062号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】特別支援教育における養
護教諭の役割

特別支援学校に限らず、今日の学校現場には、さまざまな
病気や障がいを抱えた子どもたち、さらには医療的ケアを必
要とする子どもたちが在籍している。そのような子どもたち
への教育における課題を概説し、その中における養護教諭
としての役割を考究する。さらに学校で医療的ケアを実施す
るうえで留意すべき点をおさえるとともに、基礎的な実技演
習を行う。

和氣　則江（医学部保健学科講師）
豊里　竹彦（医学部保健学科教授）
儀間　継子（医学部保健学科助教）
喜久川　美沢（育英義塾教員養成学院　非常勤
講師）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年6月27日
養護教

諭
養護教諭 7,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508063号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】小児の健康の維持、増進

午前中は、乳幼児期及び学童期の成長発達に関する講義
を行う。
午後は、小児のバイタルサインの特徴について講義し、そ
の後測定方法の実際について演習を行う。
参加者を小グループに分け、小児の人形（乳児、幼児、学
童、バイタルサイン測定人形）を用いて、講義・演習を行う。

儀間　繼子（医学部保健学科助教）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月25日
教諭

養護教
諭

養護教諭、幼・小
学校教諭

7,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508064号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】小児の性教育

午前中は、乳幼児期及び学童期の性に関する講義を行う。
午後は、性教育の実際について講義し、演習を行う。
子どもの体や性を大切にするために、幼児時期から学童期
にかけて、思春期の前段階の性について討議し、性教育に
ついて振り返る。

儀間　繼子（医学部保健学科助教）
和氣　則江（医学部保健学科講師）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年9月12日
教諭

養護教
諭

養護教諭、幼・小
学校教諭

7,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508065号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】沖縄の学力問題

残念ながら沖縄県は学力の低い地域として知られている。
2007年から始まった文部科学省による「全国学力・学習状
況調査」の順位は、小学生、中学生ともに全国最下位であっ
た。2014年から小学生は最下位から脱したが、中学生は最
下位のままであり、深刻な状況が続いていると言える。本講
習では、なぜ沖縄県の子どもたちの学力は低いのか、学力
向上のためには何が必要かについて、最新のデータをもと
に基本的生活習慣（食育、睡眠、運動等）や親子関係を
キーワードとして考察していく。

西本　裕輝（グローバル教育支援機構教授） 沖縄県名護市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508066号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】高校での「ライフ・キャリ
ア」教育を創る

昨今キャリアという言葉は、就業や職業のみならず、個人生
活や社会生活での様々な経験の積み重ねや関わりをも表
す（ライフ・キャリア）。この概念は、様々な（働き方含む）生き
方が想定できる現代社会において、より現実的な意味を持
つといえる。本講習では、受講生一人ひとりが、就業観醸成
や進路指導という文脈を越えた“ライフ・キャリアのキャリア
教育”のねらいや方法について考え、高校現場に活かすこ
とを目標とする。

温山　陽介（キャリア教育センター専任教員）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年7月12日 教諭
高等学校教諭

（キャリア教育に
関心のある教諭）

7,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508067号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】体験学習によるインター
ネット社会の安全対策とその教
育へのアプローチ

私たちが今日のインターネット社会を生きぬき、この利便性
を享受する上で身につけておくべき態度・知識・技能を、安
全教育（危険回避）の側面から学習する。
情報化社会で安全に生活するための危険回避の具体的な
方法や身近な情報セキュリティの対応策および指導のあり
方、更に、情報倫理を踏まえてインターネットを積極的に活
用した社会参画の方法と、そのためのコミュニケーション能
力等を、講義と実習により身につける。インターネット社会の
安全対策は、教諭・養護教諭・栄養教諭のどの立場でも不
可欠なスキルである。

谷口　祐治（総合情報処理センター准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員（パソコン・
インターネット環

境を活用している
教員）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508068号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】体験学習によるインター
ネット社会の安全対策とその教
育へのアプローチ

私たちが今日のインターネット社会を生きぬき、この利便性
を享受する上で身につけておくべき態度・知識・技能を、安
全教育（危険回避）の側面から学習する。
情報化社会で安全に生活するための危険回避の具体的な
方法や身近な情報セキュリティの対応策および指導のあり
方、更に、情報倫理を踏まえてインターネットを積極的に活
用した社会参画の方法と、そのためのコミュニケーション能
力等を、講義と実習により身につける。インターネット社会の
安全対策は、教諭・養護教諭・栄養教諭のどの立場でも不
可欠なスキルである。

谷口　祐治（総合情報処理センター准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員（パソコン・
インターネット環

境を活用している
教員）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508069号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】教育に生かす動作法と心
理リハビリテイションキャンプ

臨床動作法は、「自立活動」の方法の一つとして、ひろく特
別支援学校で用いられているわが国で開発された教育方法
です。開発の初期は肢体不自由者(児)を対象としていました
が、研究が進む中で知的障がいや情緒障がいなどでも効果
が見られ、現在では障がいのある・なしにかかわりなく汎用
性の高い方法であることがわかりました。本講習では動作
法の歴史と基本的な考え方、主要な技法について、講義と
実習を通じて講習します。

古川　卓（保健管理センター教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月1日
教諭

養護教
諭

特別支援学校教
諭、養護教諭

7,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508070号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】エネルギー教育の基礎と
エネルギー変換教材の製作

学習指導要領の改訂に伴い、小・中学校全体のカリキュラ
ムを通して、知識と技能の習得、環境や安全に関する学習
を充実させることが求められている。本講習では、年齢に応
じたエネルギー教育を行うに当たり、教員が持つべき知識と
技能の強化を目的としている。
午前の部では国内外のエネルギー事情とエネルギー教育
の意義を理解し、エネルギーや変換効率に関する基礎につ
いて学ぶ。
午後の部では実際にエネルギー変換に関連する教材製作
及び実験を通して、自ら教材開発ができる技能を習得する。

清水　洋一（教育学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年6月13日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（技術、理科、工
業科等担当）

7,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508071号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】気候変動に対する緩和策
と適応策

地球温暖化と呼ばれた現象が、現在、気候変動として注目
されている。これを原因や現象、世界の動向に関する歴史
的考察、日本における政策的な動向等の基本から理解し、
それに対する緩和策、その影響に対する適応策について学
ぶ。また、それらの気候変動に関わる事項の学校教育にお
ける扱いについても考える。

堤　純一郎（工学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 令和2年8月8日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（理科、社会科担
当）

7,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508072号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】体系的な仮名文字指導と
漢字指導

仮名文字および漢字の文字論上の特性に従った体系的指
導は、日本語の体系性と面白さに児童・生徒の目を開か
せ、世界で最も複雑な字体と複数の読みを持つ漢字の特性
を知ることで生徒が自ら漢字を学び続ける力を得ることを保
証する。体系的な文字指導は、児童・生徒の漢字力指導の
基礎となること、漢字の文字論上の特性を解説し、「習うより
慣れろ」ではない体系的な漢字指導の方法を講義する。

狩俣　繁久（人文社会学部教授）
沖縄県中頭郡
西原町

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、中・
高等学校教諭

（国語科）
14,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508073号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】体系的な仮名文字指導と
漢字指導

仮名文字および漢字の文字論上の特性に従った体系的指
導は、日本語の体系性と面白さに児童・生徒の目を開か
せ、世界で最も複雑な字体と複数の読みを持つ漢字の特性
を知ることで生徒が自ら漢字を学び続ける力を得ることを保
証する。体系的な文字指導は、児童・生徒の漢字力指導の
基礎となること、漢字の文字論上の特性を解説し、「習うより
慣れろ」ではない体系的な漢字指導の方法を講義する。

狩俣　繁久（人文社会学部教授）
沖縄県宮古島
市

12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭

（国語科）
14,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508074号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】体系的な仮名文字指導と
漢字指導

仮名文字および漢字の文字論上の特性に従った体系的指
導は、日本語の体系性と面白さに児童・生徒の目を開か
せ、世界で最も複雑な字体と複数の読みを持つ漢字の特性
を知ることで生徒が自ら漢字を学び続ける力を得ることを保
証する。体系的な文字指導は、児童・生徒の漢字力指導の
基礎となること、漢字の文字論上の特性を解説し、「習うより
慣れろ」ではない体系的な漢字指導の方法を講義する。

狩俣　繁久（人文社会学部教授） 沖縄県石垣市 12時間
令和2年7月27日～
令和2年7月28日

教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭

（国語科）
14,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508075号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】教師のためのキッズプロ
グラミング

教師にとって必要なプログラミング的思考を身につけるため
に以下の演習を行います。
１）身近な例を通して、問題分析やフローチャートによる表現
を行う。
２）ビジュアルプログラミング言語「Scratch」を使用してプロ
グラミングを行う。
３）発想したアイデアをパソコンを使って表現し作品を完成さ
せる。
いずれもプログラミング初心者を対象としています。

中里　収（名桜大学　国際学群教授）
佐久本　功達（名桜大学　国際学群教授）
天願　健（名桜大学　国際学群上級准教授）

沖縄県名護市 6時間 令和2年8月4日 教諭

小・中・高等学校
教諭（プログラミ
ング的思考に関
心のある教諭）

7,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508076号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】小学校英語教授法と教室
英語

英語教授法について全身反応教授法（命令文を聞いて行動
できる）、直接法（英語のみで授業を行う）、オーディオ・リン
ガル教授法（英語文型を反復と暗記）、コミュニカティブ・ラン
グウィジ・ティーチング教授法（英語のやりとり）を理解し、実
践を行う。教室運営に必要な教室英語と教科書音読につい
ても実践力を高める。

渡慶次　正則（名桜大学　国際学群教授） 沖縄県名護市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小学校教諭（英

語担当）
7,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508077号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】小学生に伝えたい身近な
自然の魅力と不思議

理科の総合的な学習の時間において活用可能な沖縄の自
然環境の特徴と魅力を、市街地の中にありながら石灰岩地
の森の自然が残る末吉公園でのフィールドワークと実習、講
義を通して楽しく学び、身近な生物教材への理解を深めるこ
とで、子どもたちに伝えたい郷土の自然について考察する。

藤井　晴彦（那覇市立森の家みんみん　職員）
佐藤　寛之（沖縄国際大学　非常勤講師）

沖縄県那覇市 6時間 令和2年7月29日 教諭
小学校教諭（理
科、総合学習担

当）
7,000円 25人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508078号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】小学生に伝えたい身近な
自然の魅力と不思議

理科の総合的な学習の時間において活用可能な沖縄の自
然環境の特徴と魅力を、市街地の中にありながら石灰岩地
の森の自然が残る末吉公園でのフィールドワークと実習、講
義を通して楽しく学び、身近な生物教材への理解を深めるこ
とで、子どもたちに伝えたい郷土の自然について考察する。

藤井　晴彦（那覇市立森の家みんみん　職員）
佐藤　寛之（沖縄国際大学　非常勤講師）

沖縄県那覇市 6時間 令和2年7月30日 教諭
小学校教諭（理
科、総合学習担

当）
7,000円 25人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508079号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】琉球舞踊の概論と実技
沖縄伝統芸能の歴史や文化を理解し、実技を通して琉球舞
踊の特徴や面白さを学び、教育現場でいかせるようにする。

比嘉　いずみ（沖縄県立芸術大学　音楽学部准
教授）

沖縄県那覇市 6時間 令和2年7月11日 教諭
小・中・高等学校
教諭（琉球舞踊に
関心がある教諭）

7,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508080号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】郷土芸能への意識向上
（琉球舞踊組踊の概説と実践）

琉球舞踊・組踊を教材に取り入れるための基礎概論と実習
を行う。琉球舞踊組踊の歴史・舞踊の所作の仕方、組踊台
本の読み方、役の唱え方（女・若衆・男）に触れる。琉球舞
踊・組踊のビデオ鑑賞。琉球の先達の築いた芸能文化から
豊かな精神性を学ぶ。その豊かさを次世代へ伝授する。

高嶺　久枝（沖縄県立芸術大学　音楽学部教
授）

沖縄県那覇市 6時間 令和2年8月5日 教諭

小・中・高等学校
教諭（舞踊・組踊
に関心がある教

諭）

7,000円 12人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508081号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】バリ島のガムラン音楽の
講義と実技

本講習では、まずインドネシアの文化、音楽や芸能について
映像を交えながら概観する。
その後、バリ島のガムラン（ゴング・クビャールの編成）の実
技を行う。ガムランは主にインドネシアのジャワ地域やバリ
地域で伝承されている器楽合奏音楽である。バチの持ち
方、楽器の叩き方をゆっくり学び、短い曲を演奏できるように
する。合奏することの楽しさを感じ、音楽の楽しさを学びま
す。

與那城　常和子（沖縄県立芸術大学　音楽学部
非常勤講師）

沖縄県那覇市 6時間 令和2年7月18日 教諭
小・中・高等学校
教諭（音楽及び課
外活動等担当）

7,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508082号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学 【選択】雅楽に親しもう

雅楽の代表曲の一つである《越天楽》を主な題材として、日
本の伝統音楽について理解する。1時限目は、《越天楽》の
楽曲について講義し、雅楽における唱歌の役割を学ぶ。2時
限目は、《越天楽》の楽器について講義し、篳篥と竜笛の演
奏を体験する。3時限目は、雅楽の歴史や種類について講
義し、様々な楽曲を観賞する。4時限目は、これまでの学習
を総括した後、口頭試験を行う。

高瀬　澄子（沖縄県立芸術大学　音楽学部教
授）

沖縄県那覇市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中・高等学校教
諭（音楽担当）

7,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508083号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を
習得する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同
時に行うのが基本的なスタイルである。弾き手と歌い手が分
業していない。三線演奏により、琉球音楽の特徴、その音楽
性について理解し、音楽教育の中で、あるいは課外授業に
役立てるようにする。

仲嶺　伸吾（沖縄県立芸術大学　音楽学部教
授）
島袋　功（沖縄県立芸術大学　音楽学部教授）
山内　昌也（沖縄県立芸術大学　音楽学部准教
授）

沖縄県那覇市 6時間 令和2年8月12日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（音楽及び課外活
動担当）

7,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508084号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を
習得する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同
時に行うのが基本的なスタイルである。弾き手と歌い手が分
業していない。三線演奏により、琉球音楽の特徴、その音楽
性について理解し、音楽教育の中で、あるいは課外授業に
役立てるようにする。

仲嶺　伸吾（沖縄県立芸術大学　音楽学部教
授）
島袋　功（沖縄県立芸術大学　音楽学部教授）
山内　昌也（沖縄県立芸術大学　音楽学部准教
授）

沖縄県那覇市 6時間 令和2年8月13日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（音楽及び課外活
動担当）

7,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508085号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を
習得する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同
時に行うのが基本的なスタイルである。弾き手と歌い手が分
業していない。三線演奏により、琉球音楽の特徴、その音楽
性について理解し、音楽教育の中で、あるいは課外授業に
役立てるようにする。

仲嶺　伸吾（沖縄県立芸術大学　音楽学部教
授）
島袋　功（沖縄県立芸術大学　音楽学部教授）
山内　昌也（沖縄県立芸術大学　音楽学部准教
授）

沖縄県那覇市 6時間 令和2年8月14日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（音楽及び課外活
動担当）

7,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508086号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】作って歌う沖縄民謡の旋
律―音楽科における創作のため
に―

八重山諸島の民謡ユンタの独特な唱法である「交互唱」を
学び、また、即興的に歌詞を作る方法を学び、いっしょに
歌ってみて、ユンタの楽しさを体験する。
また、沖縄音楽に独特な「琉歌」と「琉球音階」の仕組みを学
ぶ。琉歌の歌詞（８・８・８・６）の当てはめ方を学び、その規
則に沿って、沖縄らしさにあふれる歌を作曲し、音楽の楽し
さを学びます。

金城　厚（沖縄県立芸術大学　客員教授） 沖縄県那覇市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小・中・高等学校
教諭（音楽科担

当）
7,000円 18人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508087号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄三線音楽の歴史と鑑
賞法

1．琉球芸能はどのように形成されてきたかについて、王国
の歴史との結びつきの観点から説明する。
2．三線の楽器としての特性を考え、この楽器がアジアと日
本の音楽の架け橋となっていることを説明する。
3．三線音楽を４つの様式―御前風、昔節、二揚、口説に分
け、それぞれの特徴と、鑑賞のポイントを説明する。
4．琉球舞踊の動き方と音楽の構造との関係、また、組踊の
場面展開と音楽のスタイルとの結びつきを説明する。
本講習は、沖縄の文化、歴史を学ぶ方法の一つとして教育
現場、課外活動等に有意義な講習であります。

金城　厚（沖縄県立芸術大学　客員教授） 沖縄県那覇市 6時間 令和2年8月10日 教諭
小・中・高等学校
教諭（音楽担当）

7,000円 18人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508088号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】音楽科教育における打楽
器講座－各楽器の演奏法から合
奏まで－

主に学校教育や部活動で使用する基本的な打楽器につい
て、その取扱い法、演奏法を講義し、その後受講者がグ
ループに分かれ、実際に打楽器を合奏体系で演奏し、講習
の終わりにはその練習の成果を発表する。打楽器合奏体験
には、講習で説明した楽器※（ボディパーカッション含む）を
用いる。曲も容易なものから専門的なものまでいくつか用意
をし、当日受講者に選定して体験してもらう。３０分程度の個
人練習の後にグループ練習に入ります。※邦楽器は含みま
せん。

屋比久　理夏（沖縄県立芸術大学　音楽部准教
授）

沖縄県那覇市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（音楽担当）

7,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508089号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

琉球大学
【選択】シューベルトの音楽とその
時代－歌曲≪魔王≫を中心に－

中学・高校の鑑賞教材として、主に歌曲が取り上げられる
シューベルトについて、時代背景や彼の音楽の特徴を概観
する。また彼の歌曲≪魔王≫とそれ以前の歌曲の比較など
を通して、シューベルトの音楽の魅力とその時代における
「新しさ」を考える。

倉橋　玲子（沖縄県立芸術大学　音楽学部音楽
学専攻准教授）

沖縄県那覇市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中・高等学校教
諭（音楽担当）

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508090号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶう
んち学

動物が生きる基本である「食」について、その過程の最終産
物である「うんち」から読み解く術を紹介する。キリンを例に
動物飼育におけるフンチェックの重要性、他の様々な動物
のフンとの比較、さらに人間のうんちの状態と健康状態の関
係について、いくつかの実習を交えた講義を行う。

吉岡　由恵（（公財）沖縄こどもの国　こども未来
課職員）
木下　あや（(公財）沖縄こどもの国　こども未来
課職員）
中村　智映（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）

沖縄県沖縄市 6時間 令和2年7月30日 教諭

幼・小・中・高等
学校教諭（理科・
生活科・特別活

動担当）

7,500円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508091号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】カエルの骨格標本作成と
標本の教材化

沖縄を含む琉球列島の自然、またそこに生息する在来生物
と外来生物についての講義を行う。そして、カエルをテーマ
に講義した後、実際に沖縄の外来生物であるヒキガエルの
仲間を解剖し、胃内容物などを調べて何を食べているかを
調べ、在来の生き物に及ぼす影響を考える。そして、カエル
の体の構造を、骨格標本にすることによってよりよく理解す
る。

吉岡　由恵（（公財）沖縄こどもの国　こども未来
課職員）
中村　智映（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）

沖縄県沖縄市 6時間 令和2年9月6日 教諭

小・中・高等学校
教諭（理科・生活
科・特別活動担

当）

7,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508092号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ動
物のふれあいと標本の活用（視
覚障害教育編）

沖縄こどもの国の役割や今までの学校教育における活用法
について紹介する。本講習では、視覚障害教育をテーマとし
て、骨格標本をはじめとした標本の活用の模索を行うととも
に、様々な動物とふれあうことにより「思いやり」の心を実際
に体験してもらう。そして、最後に視覚障害を持つ児童向け
のプログラムを想定した様々なテーマを定めて動物園を
使ったプログラムをグループに分かれて作成する。

吉岡　由恵（（公財）沖縄こどもの国　こども未来
課職員）
森　あかり（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）
藤根　誠道（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）

沖縄県沖縄市 6時間 令和2年7月28日 教諭
特別支援学校教

諭
7,500円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508093号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ動
物のふれあいと小動物の飼い方
(幼稚園・小学校編）

沖縄こどもの国の役割や今までの学校教育における活用法
について紹介し、沖縄の自然についての講義を行う。モル
モットやウサギなどの小動物のふれあい方法や飼育方法を
講義し、実際にふれあい体験をする。また、沖縄在来家畜、
その中でも在来馬の活用法についての講義を行い、実際に
馬と接し大動物とのふれあいを体験する。様々な動物とふ
れあうことにより「思いやり」の心を実際に体験してもらう。そ
して、最後に幼稚園・小学校を対象とした動物園を活用した
ワークシートをグループに分かれて作成する。

吉岡　由恵（（公財）沖縄こどもの国　こども未来
課職員）
森　あかり（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）

沖縄県沖縄市 6時間 令和2年7月27日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
7,500円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508094号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ沖
縄学

沖縄の身近な自然や野生生物について、またその置かれて
いる現状をどう授業で伝えることができるのかを一部実習を
通しながら口述する。今回はオオコウモリをテーマとし、動物
と自然とのつながりを学び、どう学校教育に活かせるか考え
る。また沖縄在来家畜での講義では、長い間培われてきた
先人の知恵に学び、現在少なくなってきてしまった在来家畜
の有用性と今後の活用法について検討し、自然と科学のつ
ながりを考察する。

吉岡　由恵（（公財）沖縄こどもの国　こども未来
課職員）
中村　智映（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）
藤根　誠道（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）
翁長　朝（（公財）沖縄こどもの国　こども未来課
課長）

沖縄県沖縄市 12時間
令和2年8月19日～
令和2年8月20日

教諭

小・中・高等学校
教諭（理科・生活
科・特別活動担

当）

15,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508095号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ夜
の生き物と星空（夏編）

夏の星空についてプラネタリウムを使用しながら講義し、そ
の後は夜に観察できる生き物やフィールドワークの注意点
について講義します。日没後に沖縄こどもの国の園内を散
策しながら、身近な自然とそこに生息する夜の野生生物の
姿を観察します。また、天候にもよりますが、事前に講義し
た夜の星空についても実際に観察します。

吉岡　由恵（（公財）沖縄こどもの国　こども未来
課職員）
木下　あや（(公財）沖縄こどもの国　こども未来
課職員）
中村　智映（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）
藤根　誠道（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）

沖縄県沖縄市 6時間 令和2年8月11日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,500円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508096号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ「科
学を楽しもう！」

前半は沖縄こどもの国の役割と今までの学校教育現場での
活用法、また園内の動物たちを実際に観察しながら、自然
科学の不思議にたどりつく「観察」について講義する。後半
は、沖縄こどもの国が県や市からの委託によって行っている
科学の実験を学校現場で使えるような方法も交えながら講
義・実習を行う。最後に沖縄こどもの国の活用法についての
論述試験を行う。

吉岡　由恵（（公財）沖縄こどもの国　こども未来
課職員）
中村　智映（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）
髙江洲　義尚（（公財）沖縄こどもの国　こども未
来課職員）

沖縄県沖縄市 6時間 令和2年10月4日 教諭
幼・小・中学校教

諭
7,500円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508097号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ動
物の環境適応

沖縄こどもの国の役割や活用法について紹介し、野生動物
とはいったい何か、またそれぞれの野生動物がどのように
環境に適応しているのかをワークショップを通して学ぶ。次
に、動物の進化と分類についての講義を行い、最後に、園
内にてフィールドワークを行いながら、生息している環境か
ら見る動物の形について実際に生体を見ながら考え、「環境
の適応」というテーマで気づいたことの発表をグループごと
に行う。

吉岡　由恵（（公財）沖縄こどもの国　こども未来
課職員）
森　あかり（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）

沖縄県沖縄市 6時間 令和2年8月5日 教諭

幼・小・中・高等
学校教諭（理科・
生活科・特別活

動担当）

7,500円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508098号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄在来家畜から学ぶ沖
縄の歴史と文化

昔より人とともに生き、役にたってきた沖縄の文化や歴史を
伝える在来家畜に対して、またそれらが置かれている現状
を伝えるために、いかに授業において活かすことができるの
か、一部実習を行いながら口述する。また、長い歴史の間
培われてきた先人の知恵を学び黒糖作り体験をしながら学
び、現在少なくなってきてしまった在来家畜の今後の活用法
を検討する。

吉岡　由恵（（公財）沖縄こどもの国　こども未来
課職員）
藤根　誠道（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）

沖縄県沖縄市 6時間 令和2年11月29日 教諭

幼・小・中・高等
学校教諭（理科・
生活科・特別活

動担当）

7,500円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508099号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ夜
の生き物と星空（秋冬編）

秋・冬の星空についてプラネタリウムを使用しながら講義
し、その後は夜に観察できる生き物やフィールドワークの注
意点について講義します。日没後に沖縄こどもの国の園内
を散策しながら、身近な自然とそこに生息する夜の野生生
物の姿を観察します。また、天候にもよりますが、事前に講
義した夜の星空についても実際に観察します。

吉岡　由恵（（公財）沖縄こどもの国　こども未来
課職員）
木下　あや（(公財）沖縄こどもの国　こども未来
課職員）
中村　智映（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）
藤根　誠道（（公財）沖縄こどもの国　動物園課
職員）

沖縄県沖縄市 6時間 令和2年11月7日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,500円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

令02-
10086-
508100号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

宮城大学
【選択】学校で気になる子どもの
支援-チーム学校の視点から-

不登校・いじめ・発達障害など、子どもたちの課題と支援、
対応に関する理解を深め、保護者、学級担任、養護教諭、
特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラーによ
るチーム援助について学習する。発達障害の疑似体験や
チーム援助の演習など、実践的で受講者参加型の講習をめ
ざす。

相樂　直子（看護学群　准教授）
石隈　利紀（東京成徳大学大学院　心理学研究
科教授）

宮城県黒川郡
大和町

6時間 令和2年8月1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

6,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月26日

令02-
20009-
508899号

022-377-8562 http://www.myu.ac.jp

宮城大学
【選択】子どもをめぐる健康課題と
子どもの健康を支える技術

本講習では、小児看護学の視点から、子どもをめぐる健康
課題と子どもの健康を支える技術について学習する。具体
的内容として、子どもの健康問題と生活習慣、健康観察時
の基本、病気や怪我への対処方法、不登校の子どもと家族
へのアプローチ方法等をとりあげる。また、「子どもの健康課
題と対応」について受講者個々が関心のあるテーマを選択
し、校種や職種を超えたメンバー間でのグループワークを通
して、課題の共通理解を図り、効果的な対応策への示唆を
得る。

武田　淳子（看護学群教授）
三上　千佳子（看護学群准教授）

宮城県黒川郡
大和町

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 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月26日

令02-
20009-
508900号

022-377-8562 http://www.myu.ac.jp
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対象職

種
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宮城大学
【選択】子どものアピアランス〈外
見〉問題の理解と支援

他者と違った外見上の特徴はからかいやいじめの対象とな
りやすい。外見上の違いには、先天的なものや事故の外傷
などの他、肥満やアトピーなども含まれる。さらに実際には
問題がないにもかかわらず、過度に体型や外見を気にする
ようなこともある。外見上の問題は対人関係や自尊感情とも
関連する。
　本講習では、①外見はどのような心理的効果をもつのか、
②外見の差異の原因にはどのようなものがあるのか、③ア
ピアランス問題を抱えた子どもへの教育的支援、について
講義を行う。

真覚　健（看護学群教授）
宮城県黒川郡
大和町

6時間 令和2年8月9日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

6,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月26日

令02-
20009-
508901号

022-377-8562 http://www.myu.ac.jp

宮城大学 【選択】探究学習の指導法

現在，「総合的な学習の時間」は「問題解決的な活動が発展
的に繰り返される『探究的』な学習」とすることが強調
されている。本学では，宮城県をはじめとした近隣高等学校
との高大連携を重視し，総合的な学習の時間における探
究活動の支援に取り組んでいる。本講習は大学教員の専門
分野やこれまでの高大連携での取組を活かし，探究活動の
指導に活用できるノウハウを体系化し提供するものである。
講義では，課題設定から発表時の工夫に至るまで，探究
学習の指導について多面的に検討していく。
【持参物品】Microsoft Excel等の表計算ソフトがインストール
されたPC

笠原　紳（食産業学部環境システム学科および
食産業学群フードマネジメント学類教授，福島
大学非常勤講師（人間発達文化学類担当））
石内　鉄平（事業構想学群准教授）

宮城県黒川郡
大和町

6時間 令和2年8月10日 教諭 高等学校教諭 6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月26日

令02-
20009-
508902号

022-377-8562 http://www.myu.ac.jp

宮城大学
【選択】食育-子どもの健全な食
生活をめざして-

食育は、健康維持・増進のための栄養バランスや食習慣の
改善のみならず、伝統的食文化、食品廃棄、食の安全や食
料の生産・消費にも関係して重要である。本講習では、我が
国における「食」をめぐる問題と「健全な食生活」の実現のた
めの施策と取組について学ぶ。また、教育現場で応用でき
る食育の取組事例などを通して、それぞれの食の問題に対
応した改善策を検討し、実践的な食育の推進について考察
する。
（基礎的な内容のため栄養教諭は対象としない）

白川　愛子（食産業学群准教授）
宮城県黒川郡
大和町

6時間 令和2年10月10日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 6,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月26日

令02-
20009-
508903号

022-377-8562 http://www.myu.ac.jp

宮城大学
【選択】保健体育教諭以外でもや
さしくできる科学的な健康運動指
導のコツ

実際の授業の様子や、自治体の介護予防事業の一環とし
て行われている多世代交流型運動プログラム（子ども用）な
どを紹介しながら、健康科学、運動生理学、スポーツ科学、
及び心身医学などの幅広い視点から健康づくりを意図した
運動指導のポイント（幼児～高校生）について解説し、保健
体育を専門としない方（運動やスポーツが苦手な方）でもや
さしくできる、科学的な運動指導法について考察します。 ※
運動着、運動靴などの準備は必要ありません。

河西　敏幸（基盤教育群教授）
宮城県黒川郡
大和町

6時間 令和2年11月7日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校
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6月1日～
令和2年6月26日

令02-
20009-
508904号

022-377-8562 http://www.myu.ac.jp

宮城大学 【選択】「子どもの権利」再考

昨年は日本が「子どもの権利条約」を批准して25年という記
念すべき年でした。そして、図らずも国連子どもの権利委員
会が第4・5回の審査をもとにして日本政府に対して「総括所
見」を提出した年でもありました。このように、「子どもの権利
条約」は一定の歴史を持つものですが、本講義では改めて
「子どもの権利」がいかなる「権利」であるのか、また、「子ど
もの権利」から見たとき現在の子ども（・大人）を取り巻く状況
はいかなるものであるかということを検討します。

山岸　利次（看護学群准教授）
宮城県黒川郡
大和町

6時間 令和2年11月21日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 6,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月26日

令02-
20009-
508905号

022-377-8562 http://www.myu.ac.jp
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埼玉県立大学
【選択】幼児期の豊かな学びを支
える教育

①「自然と子ども」：自然との関わりの意義、国内外の実践
例等の講義および安全管理や自然を用いた遊びなどをメイ
ンとした演習
②「非認知能力を伸ばす教育とは」：非認知能力の重要性に
関する講義および非認知能力を伸ばすための実践例を紹
介

越智　幸一（保健医療福祉学部教授）
居﨑　時江（保健医療福祉学部助教）

埼玉県越谷市 6時間 令和2年7月29日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年6月15日

令02-
20022-
508114号

048-973-4114 http://www.spu.ac.jp/

埼玉県立大学
【選択】困難を抱えた子どもと保
護者との関わり　～不登校・発達
障害に着目して～

①不登校を中心に、いじめやＳＮＳ・スマホによるトラブルに
ついて、具体的な対応方法、支援のコツ、保護者とのかか
わり方について解説します。また、適応指導教室や専門機
関との連携方法等についても、実践例を紹介します。
②発達障害のある児童生徒の保護者との信頼関係の構築
をテーマとします。架空の「相談の失敗事例」をもとに、子ど
もと家族の困難とニーズを理解する観点、教師に求められ
る相談技法について解説します。

東　宏行（保健医療福祉学部教授）
森　正樹（保健医療福祉学部准教授）

埼玉県越谷市 6時間 令和2年8月5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16日～
令和2年6月15日

令02-
20022-
508115号

048-973-4114 http://www.spu.ac.jp/

埼玉県立大学
【選択】学校保健の今日的課題と
実践

① 多様化、深刻化する子供の現代的な健康課題、とりわ
け、学校精神保健に関わる課題と解決に向けて学校の役割
を考えます。また、教員の精神的健康やストレス対処方法を
理解することをねらいとします。
②学校安全の構成を知ると共に、安全教育の３つの領域で
ある「生活安全」「交通安全」「災害安全」について、専門的
知識と実践力を身につけます。

上原　美子（保健医療福祉学部准教授）
髙橋　宏至（保健医療福祉学部教授）

埼玉県越谷市 6時間 令和2年8月6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16日～
令和2年6月15日

令02-
20022-
508116号

048-973-4114 http://www.spu.ac.jp/

東京都立大学
【選択】学校と地域における安
全・防災教育の展開

災害等が多発する中で、学校と地域における安全・防災の
取り組みが一層重要となっている、とりわけ首都直下型、南
海トラフ、北海道東部など全国で大規模な災害が想定され
ており、学校や地域において質の高い防災教育・防災学習
を展開する必要がある。東日本大震災後の調査・研究の成
果に学ぶとともに、震災当時に校長・教諭として児童・生徒
の避難誘導に当たり、震災後も全国で防災教育関連の現職
研修等にかかわるゲストをお招きして話を聴く。

野元　弘幸（人文社会学部　人間社会学科　教
育学教室　教授）

東京都八王子
市

6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園・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22日～
令和2年5月22日

令02-
20024-
507241号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学 【選択】歴史学研究の現状と課題

おもに日本近代史、東洋古代史の分野での歴史学研究の
現状と課題を講述します。日本近代史では、江戸時代に「村
の民」であった人々が、明治時代となり、どのようにして「国
民」として自覚させられ、「日本人」となっていくのか究明しま
す。東洋古代史の分野では、主に朝鮮半島地域と中国・日
本など東アジア地域との対外交流に関して、近年の研究状
況の一端を紹介し、今後の課題を見通します。

國　雄行（人文社会学部 人文学科 歴史学・考
古学教室　教授）
赤羽目　匡由（人文社会学部 人文学科 歴史
学・考古学教室　准教授）

東京都八王子
市

6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校・高等学
校社会科教諭向

け
6,000円 25人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

令02-
20024-
507242号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学 【選択】数学の考え方とその応用

1.初等整数論とその応用について講義する。特に、素数と現
代暗号との関係について述べ、現代社会の基盤となる数学
の一分野の紹介としたい。
2.「一次分数変換を通してみる複素数平面の幾何学」一次
分数変換とは、複素数 z を 別の複素数 (az+b)/(cz+d) に送
る変換である。この一見単純な変換がもつ様々な性質を通
して、複素数平面上の幾何学を考察する。

内山　成憲（理学部 数理科学科　教授）
深谷　友宏（理学部 数理科学科　准教授）

東京都八王子
市

6時間 令和2年8月19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22日～
令和2年5月22日

令02-
20024-
507243号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学
【選択】授業でのICTとマルチメ
ディアの活用

本講座では、初めに教育工学や教育心理学の視座からそ
の知見について若干ふれる。次に、国内外でのICT活用状
況や施策について概観するとともに、国内でのICTを用いた
授業事例を紹介する。後半は、動画編集に係る基礎的知識
やその方法について習得する講習を行う。以上を講義と実
習により行う。

永井　正洋（大学教育センター　教授）
畠山　久（学術情報基盤センター　助教）
澄川　靖信（大学教育センター　助教）

東京都八王子
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 25人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

令02-
20024-
507244号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/
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東京都立大学 【選択】哲学概論

価値観の多様化に伴い混沌の様相を深める現代にあって、
それら諸価値をどのように理解し、どのような姿勢をとるべ
きか。近現代の西洋哲学の知見を取り入れながら、あるべ
き現代人の知的・倫理的態度を考察する。とりわけ、学校教
育現場、あるいは普段の生活で私たちが直面するさまざま
の哲学的問題にどのような態度で取り組むことが最も生産
的であるのかを具体例を通じて検討する。

岡本　賢吾（人文社会学部 人文学科 哲学（哲
学・西洋古典学）教室　教授）
木田　直人（人文社会学部 人文学科 哲学（哲
学・西洋古典学）教室　准教授）

東京都八王子
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 25人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

令02-
20024-
507245号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学
【選択】ゲノム編集技術を用いた
医科学研究の最前線

最近よく耳にするようになった、ゲノム編集技術とはどのよう
な技術なのか解説し、ヒト細胞でのゲノム編集研究で明らか
にした新規のゲノム維持メカニズムについてお話しします。
遺伝学アプローチによるゲノム維持メカニズムの研究が、皆
さんの生活にどのように関わるのか、社会との接点や将来
展望についてもお話しいたします。

廣田　耕志（理学部 化学科　教授）
東京都八王子
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校・高等学
校理科教諭向け

6,000円 25人
令和2年4月22日～
令和2年5月22日

令02-
20024-
507246号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学
【選択】高校生物課題研究～生
態、系統、行動

指導要領の変更により高校生物の「探究」が大きく取り上げ
られます。生態、系統、行動の研究課題では、材料の選定
に困難を感じることもあると思います。本講座ではこの分野
の研究に使え、簡単に屋外で集められる材料を研究者が紹
介し、一緒に高校での課題研究を考えていきたいと思いま
す。
午前中は微生物の講義および課題研究の紹介、午後は土
中生物の分類実験の予定（なお、中高連携の観点から、本
講習は中学校理科教諭も受講対象といたします。)

福田　公子（理学部 生命科学科　准教授）
春田　伸（理学部 生命科学科　教授）
江口　克之（理学部 生命科学科　准教授）

東京都八王子
市

6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校・高等学
校生物教諭向け

6,000円 15人
令和2年4月22日～
令和2年5月22日

令02-
20024-
507247号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学
【選択】高校生物課題研究～生
化学、生理、発生

指導要領の変更により高校生物の「探究」が大きく取り上げ
られます。酵素をつかって、教科書の理解を深めつつ課題
研究ができないか。発生や、生理学、生化学など座学になり
がちな分野で課題研究ができないか。そのような分野でど
のような課題研究ができるか、研究者と一緒に考えてみま
せんか。午前中は生化学の講義および課題研究の紹介、
午後は発生実験の予定（なお、本講習は中高連携の観点か
ら中学校理科教諭も受講対象といたします。）

福田　公子（理学部　生物化学科　准教授）
浅野　維起（理学部　生物化学科　助教）

東京都八王子
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高等学
校生物教諭向け

6,000円 15人
令和2年4月22日～
令和2年5月22日

令02-
20024-
507248号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学
【選択】多文化・多民族共生と教
育

日本社会の多文化・多民族化に伴う教育の課題を明らかに
することを目的に、最近の研究成果を紹介・分析するととも
に、外国につながる子どもにどのような教育が必要なのか
を具体的な事例を交えながら考える。また、当事者である講
師をゲストスピーカーとして招いて、外国籍で日本の学校に
いることの意義についても話を聞く予定である。

金　侖貞（人文社会学部 人間社会学科 教育学
教室　准教授）

東京都八王子
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 25人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

令02-
20024-
507249号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学 【選択】最近の地理学

高等学校における新学習指導要領では地理総合が必履修
化されるなど、地理学を取り巻く最近の事情は大きく変わり
つつあります。この講習では最近の地理学について、自然
地理学、人文地理学、地誌学の専門家がそれぞれ最新の
研究成果を取り入れた講義を行ないます。いずれも、現場
での授業に役立つような内容になれば、と思っています。

鈴木　毅彦（都市環境学部 地理環境学科　教
授）
渡邊　眞紀子（都市環境学部　地理環境学科
教授）
滝波　章弘（都市環境学部　地理環境学科　准
教授）
矢部　直人（都市環境学部　地理環境学科　准
教授）

東京都八王子
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高等学
校社会科教諭向

け
6,000円 25人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

令02-
20024-
507250号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学
【選択】物理における最新の研究
と物理の授業法

以下のテーマについて講義を行う：①「素粒子」に関する研
究分野の最近の話題、②「原子と分子」に関する研究分野
の最近の話題、③④物理の授業法。　
①と②では最前線の研究のテーマを紹介し、生徒に物理学
の魅力を伝えるのに役立つ話題の提供を目指す。③と④で
は実験を通して、生徒が自ら考える物理教育を目指す。

角野　秀一（理学部　物理学科　教授）
田沼　肇（理学部　物理学科　教授）
土屋　博（理学部　物理学科　非常勤講師）

東京都八王子
市

6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高等学
校理科教諭向け

6,000円 25人
令和2年4月22日～
令和2年5月22日

令02-
20024-
507251号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/
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対象職

種
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神奈川県立保健
福祉大学

【選択】子どもの基礎（１）

①子どもの栄養状態、抱えているアレルギー問題、食育基
本法、食と運動との関係等について講義し、現代の子ども
が抱える栄養の課題を取り上げる。
②発達障害等により運動や手先の動きに苦手のある子ども
たちについて、感覚統合の考え方をもとにした具体的支援
の方法について講義および演習を行う。

倉貫　早智（保健福祉学部准教授）
笹田　哲（保健福祉学部教授）

神奈川県横須
賀市

6時間 令和2年7月29日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 60人

令和2年5月11日～
令和2年5月31日

令02-
20026-
506934号

045-366-5800
http://jissen.kuhs.ac.jp
/

神奈川県立保健
福祉大学

【選択】子どもの基礎（２）

①養護教諭としての危機管理能力を高めることを目的とし、
前半は学校事故やヒヤリハット事例などから学校安全の在
り方について考え、後半は重大事故を防止するためのリス
クマネジメントについてグループワークなどを行う。②子ども
が抱えている課題についてスクールソーシャルワーカーとし
て、関わり方 ・学校との連携に関して解説する。また、各講
義ごとに現場からの質問に答えていく。

内山　有子（東洋大学　ライフデザイン学部准教
授）
高橋　佐和子（保健福祉学部准教授）

神奈川県横須
賀市

6時間 令和2年7月30日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 60人

令和2年5月11日～
令和2年5月31日

令02-
20026-
506935号

045-366-5800
http://jissen.kuhs.ac.jp
/

神奈川県立保健
福祉大学

【選択】子どもの基礎（３）

①養護教諭の能力向上への意欲を高めることを目的とし、
前半は養護教諭の活動評価や能力形成過程についての講
義 、後半は互いの実践について語り合うグループワークを
行う。②子どもが抱えている心の問題や課題について解説
し、養護教諭の対応の仕方、学校での関わり方についてグ
ループワークを行う。

高橋　佐和子（保健福祉学部准教授）
榊　惠子（保健福祉学部教授）

神奈川県横須
賀市

6時間 令和2年7月31日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 60人

令和2年5月11日～
令和2年5月31日

令02-
20026-
506936号

045-366-5800
http://jissen.kuhs.ac.jp
/

金沢美術工芸大
学

【選択】空間を創り出す美術・造
形

本講習は美術・図工教育の実践に役立つ新たな話題や方
法を紹介し、体験を通して指導や制作活動のヒントを学ぶこ
とを目的とする。今年度は空間をテーマとし、立体造形や展
示など、学校でなじみの高くない素材を使った表現や、学校
での作品展示などのセンスとスキルを獲得できるプログラム
を実施する。講習では受講者相互によるディスカッションや
交流を通して、新たな興味と意欲を喚起できるよう企画して
いる。

田中　信行（美術工芸学部工芸科教授）
角谷　修（美術工芸学部デザイン科教授）
浜田　周（美術工芸学部美術科准教授）
荷方　邦夫（一般教育等准教授）

石川県金沢市 18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月5日

教諭

小学校教諭（図
画工作）、中学校
教諭（美術）、高
等学校教諭（美

術、工芸）

20,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20034-
509761号

076-262-3531
https://www.kanazawa
-bidai.ac.jp/

福井県立大学
【選択】今日の福祉とその経済学
的基盤

公民科目の経済分野に関して以下のような項目について講
義を行う。
①福祉の制度的概観（社会福祉学科教員）：日本の福祉の
現状や国際的な制度比較などについて概論を展開する。
②福祉のミクロ経済学的基盤（経済学科教員）：市場メカニ
ズムと公的部門の役割という観点から福祉政策を評価。
③福祉についてのマクロ経済学的アプローチ（経済学科教
員）：「小さな政府」論をマクロ経済学の観点から考える。

吉村　臨兵（看護福祉学部教授）
新宮　晋（経済学部教授）
廣瀬　弘毅（経済学部教授）

福井県吉田郡
永平寺町

6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校教諭（社

会）、高等学校教
諭（公民）

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20036-
507350号

0776-61-6000
(内線： 1025)

http://www.fpu.ac.jp/

福井県立大学 【選択】遺伝子解析の原理を学ぶ

本講習では、遺伝子解析の原理について講義します。また
遺伝子解析の応用例として食品検査や医学的検査につい
て解説するとともに、これら検査に応用されているポリメラー
ゼ連鎖反応（Polymerase Chain Reaction, PCR）を用いた実
験を参加者に行っていただきます。実験においては、自分
自身の頬の細胞からDNAを調整していただきます。

岩崎　行玄（生物資源学部教授）
石川　敦司（生物資源学部教授）
加藤　久晴（生物資源学部准教授）
林　潤（生物資源学部講師）

福井県吉田郡
永平寺町

6時間 令和2年8月25日 教諭
中学校教諭(理

科)、高等学校教
諭（理科・農業）

6,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20036-
507351号

0776-61-6000
(内線： 1025)

http://www.fpu.ac.jp/

福井県立大学
【選択】ゲノム科学を利用した植
物品種改良の新技術

ゲノム科学の進展に伴い、植物育種（品種改良）の現場に
次々と新技術が取り入れられるようになってきた。本講義で
は、育種のためのDNAマーカーの作成の原理とその利用に
ついて、また、量的形質の育種のためのQTLピラミッディン
グ、さらに、遺伝子組換え作物の作成原理と現状について
解説する。

村井　耕二（生物資源学部教授）
福井県吉田郡
永平寺町

6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校教諭（理

科）、高等学校教
諭（理科・農業）

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20036-
507352号

0776-61-6000
(内線： 1025)

http://www.fpu.ac.jp/
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福井県立大学 【選択】海洋生物の多様性と機能

最後のフロンティアと呼ばれる海洋には思いがけない生態
を示す生物がいる。中でも、魚類・水域環境に焦点を当て
て、多様な海洋生物を紹介し、それらの驚くべき機能につい
て解説する。とりあげるトピックスは以下のとおりである。
１）淡水魚の生息環境と生態　２）魚類の多様性創出の仕組
み　 ３）沿岸域の生き物が育まれる仕組み　４）魚類の免疫
の仕組み

田原　大輔（海洋生物資源学部准教授）
小北　智之（海洋生物資源学部准教授）
末武　弘章（海洋生物資源学部教授）
杉本　亮（海洋生物資源学部准教授）

福井県小浜市 6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校教諭（理

科）、高等学校教
諭（理科・水産）

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20036-
507353号

0776-61-6000
(内線： 1025)

http://www.fpu.ac.jp/

福井県立大学 【選択】水産食品流通と水産経済

水産物を中心とする食品流通と水産経済にかかわる最近の
話題を中心に、地域の実例をとりあげて解説します。とりあ
げる主要なトピックスは以下のとおりです。
１）グローバル化、広域化にともなう食品流通の変化と食品
の事件・事故の多発、２）食の安全・安心を高める流通シス
テムの紹介と機能、３）水産物のブランド化の理論と事例の
紹介、４）越前がにのブランド化の現状についてお話ししま
す。

河原　昌一郎（海洋生物資源学部教授）
東村　玲子（海洋生物資源学部准教授）

福井県小浜市 6時間 令和2年8月27日 教諭
中学校教諭（理

科）、高等学校教
諭（理科・水産）

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20036-
507354号

0776-61-6000
(内線： 1025)

http://www.fpu.ac.jp/

福井県立大学
【選択】気がかりな児童・生徒の
相談・支援

ADHD、自閉症スペクトラム等の発達障害を持つ児童・生徒
の状態の適切な見立てや学内及び学外との連携体制の構
築を含めた対応法について学ぶ。さらに、児童・生徒の心の
悩みや不適応（例：不登校）に対する理解と支援の視点と方
法についても学ぶ。両分野とも講義および演習を通して理
解を深めてもらう。

清水　聡（学術教養センター教授）
黒田　祐二（学術教養センター准教授）

福井県吉田郡
永平寺町

6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

養護教諭、小学
校・中学校・高等

学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
20036-
507355号

0776-61-6000
(内線： 1025)

http://www.fpu.ac.jp/

都留文科大学
【選択】主体的な学び、対話的な
学び、深い学びを具現化する算
数授業

算数の授業とは、知識や技能の習得に加え、考えを進める
力、根拠を考える力、自分の考えを分かるように表現する
力、人の考えを理解する力、考えを発展させる力など、人間
形成につなげることも重要です。人間形成を実現していく算
数授業のあり方、そして「主体的に学ぶ力」「対話的に学ぶ
力」「深く学ぶ力を育てる算数授業のあり方」を、演習をベー
スに具体的に考えていきます。

滝井　章（教養学部特任教授） 山梨県都留市 6時間 令和2年7月5日 教諭 小学校教諭 6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月18日

令02-
20039-
509431号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学
【選択】「主体的、対話的で深い
学び」と「国語教室」

小学校国語科の模擬授業を体験し、その振り返りをワーク
ショップ形式で行って、国語科の授業創りに必要となる要素
（指導事項・教材・言語活動）と児童の実態との関わりにつ
いて、検討する。併せて、アクティブ・ラーニングの活動の柱
となる「主体的、対話的で深い学び」について、考察し理解
を深める。最後に、「読むこと」の指導事項を中心とした単元
の授業研究方法について、講義を聞いて自分の考えをまと
める。

春日　由香（教養学部准教授） 山梨県都留市 6時間 令和2年7月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 70人
令和2年4月16日～
令和2年5月18日

令02-
20039-
509432号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学
【選択】感性を働かせてリズムに
乗ろう！動いてみよう！

初等教育段階における音楽・体育の感性を磨き、「生きる
力」をはぐくむという学習指導要領の理念を実現するための
講習を行う。
音楽は、リズムの基礎と応用、並びに歌唱・合唱教材のピア
ノ伴奏を実践する。
体育は、体つくり運動およびボール運動（フラッグフットボー
ル）の指導の実際を展開する。
当講習は、２グループに分けて実施する。受講者は、必ず、
体育（３時間）と音楽（３時間）を受講する。

水口　潔（教養学部教授）
十川　菜穂（教養学部准教授）

山梨県都留市 6時間 令和2年7月4日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月18日

令02-
20039-
509433号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

都留文科大学 【選択】地層と化石の観察

小学校「土地のつくりと変化」、中学校「大地の成り立ちと変
化」では、「地層」や「化石」の観察が登場する。しかしながら
「地層」や「化石」を身近に観察できる場所は少なく、経験が
ないため「地層」や「化石」の指導に不安を感じている教員も
少なくない。この講習では、①野外での実際の地層を観察
し、地層に含まれている化石を採取する。更に、②実験室に
持ち帰った化石を観察し、「地層」や「化石」の成因を考察す
る。

鷹野　貴雄（教養学部非常勤講師） 山梨県都留市 6時間 令和2年7月5日 教諭 小学校教諭 6,000円 25人
令和2年4月16日～
令和2年5月18日

令02-
20039-
509434号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学
【選択】新学習指導要領実施に向
けた中学校・高校における英語
の授業づくり

新学習指導要領実施に向けた中学校・高校における英語
授業の進め方、授業準備の仕方についてどのような改善方
法があるかを参加される先生方と一緒に考えていきます。５
０分の授業のつくりかた、語彙数の大幅な増加にどのように
対応するか、中高の接続について考えたいこと、教材研究
の方法とワークシートのつくり方など、先生方が今後、英語
を指導される際に役立つ新たな視点をいくつか提示したいと
思います。

萩原　一郎（文学部特任教授） 山梨県都留市 6時間 令和2年7月12日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月18日

令02-
20039-
509435号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学
【選択】1人1台の端末環境を整備
するGIGAスクール構想は国語科
の授業をどう変えるか

全国で急速に広がりつつある情報機器を活用した実践事例
を体験しながら、1人1台の端末環境を備えた教室における
授業改革の方向性を理解する。
また、国語科教育において情報機器導入がもたらす授業改
善の可能性を理解し、「主体的・対話的で深い学び」を実践
するための具体的な手立てを知る。
なお、教育ICTを授業で活用したことがない方のために、
ティーチングアシスタントによる個別の支援態勢をととのえる
予定。

野中　潤（文学部教授） 山梨県都留市 6時間 令和2年7月5日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月18日

令02-
20039-
509436号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学
【選択】社会科の新しい動向と教
材作り

中学校社会科、高等学校公民科の新しい学習指導要領の
動向を探り、その理解とその根底にある原理や背景を学
ぶ。そのための社会科の授業実践を紹介し、意見交換等を
交えながら進めていきたい。

西尾　理（教養学部教授） 山梨県都留市 6時間 令和2年7月5日 教諭
中学校社会科・
高等学校公民科

教諭
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月18日

令02-
20039-
509437号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学
【選択】学級集団育成の理論とグ
ループアプローチ

現代の日本の学校教育は、学級集団を基本単位とし、そこ
でのふれ合いや学び合いを通じて子どもたちの個性や社会
性、学力などを育成していくシステムを取っています。従って
学級集団の状態が良好であるかどうかが重要となります。こ
こでは、学級集団育成のための方法論とグループアプロー
チを活用した学級経営の方法、さらにＱＵを活用した学級状
態の把握の仕方について紹介したいと思います。実習も取
り入れ、体験を通した理解ができるようにしたいと考えてい
ます。

品田　笑子（教養学部非常勤講師） 山梨県都留市 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 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月18日

令02-
20039-
509438号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学
【選択】子どもたちの心と関わる
ために

現代社会のゆがみの中で、子どもたちも様々な影響を受
け、それらが「問題行動」「症状」として表面化してきていま
す。それらを私たちがどのように理解し、援助に結び付けて
いけば良いか、学校現場や教育実践を客観的に振り返り、
見つめ直す場としていきたいと思います。その際には、援助
者自身の心の在り方にも焦点を当てて考えていきたいと思
います。

正木　啓子（教養学部非常勤講師） 山梨県都留市 6時間 令和2年7月12日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年5月18日

令02-
20039-
509439号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

愛知県立大学
【選択】小・中学校外国語教育の
方向性：小学校の学びを中学校
にどう接続するか

本講習では、新たな学習指導要領に基づく小・中学校外国
語教育に関する基礎的かつ実践的な知識を習得することを
目指す。理論面では小・中学校段階での外国語教育の目的
と意義、育成を目指す資質・能力、評価のあり方などについ
て学ぶ。また実践面では、具体的な指導技能や活動案など
を修得する。さらに、小学校中学年「外国語活動」と高学年
「外国語」の学びを、中学校「外国語」に接続していくため
に、具体的な課題等を検討しながら「今すべきこと」を考え
る。

池田　周（外国語学部教授）
愛知県長久手
市

6時間 令和2年7月23日 教諭
小学校教諭、中
学校英語科教諭

6,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月19日

令02-
20049-
509440号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

愛知県立大学
【選択】ライフストーリーによる教
職のリフレクション

本講習では、各参加者が自らのライフストーリーを語り合う
ことを通して、これまで参加者が実践してきた教科指導や生
活指導の振り返りを促し、自分の課題やこれからの展望の
示唆を得ることを目的とする。具体的には、参加者同士が互
いの教職生活を中心に語り合うことを通して、自らの経験を
振り返ったり他者の経験から学んだりする。

三品　陽平（愛知県立芸術大学　音楽学部准教
授）

愛知県長久手
市

6時間 令和2年7月24日 教諭

小・中・義務教
育・高・中等教
育・特別支援学

校教諭

6,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月19日

令02-
20049-
509441号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/

愛知県立大学
【選択】近現代史と憲法から考え
る社会科

学習指導要領は「教育課程の基準」であり、教育内容を考え
る主体は専門性を持つ教師です（+保護者、地域住民、地方
教育行政、子ども）。
教育内容を考えるにあたり、近現代史と日本国憲法の理解
は欠かせません。残念ながらこれらの領域の学問研究の成
果が十分に理解されていないので、その基礎的な理解をす
すめることを中心とします。

久保田　貢（教育福祉学部教授）
愛知県長久手
市

6時間 令和2年7月27日 教諭

幼・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4月20日～
令和2年5月19日

令02-
20049-
509442号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/

愛知県立大学
【選択】日本思想史・文化史と現
代社会

グローバル時代ないしポストグローバル時代に巣立つ生徒
が向き合う現代社会を展望しつつ、時代の課題を捉えかつ
挑むための認識枠組みのヒントを歴史（特に思想史や文化
史）に求め、教科書、学習指導要領、大学入試センター試験
などを参照しながら、近年の学術議論を踏まえて現場の先
生方と考える。

上川　通夫（日本文化学部教授）
樋口　浩造（日本文化学部教授）

愛知県長久手
市

6時間 令和2年7月29日 教諭
小学校教諭、中
高社会科教諭

6,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月19日

令02-
20049-
509443号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/

愛知県立大学 【選択】ジャズに学ぶ

昨今の音楽教育では「既定の作品の再現」に重きが置かれ
がちであり、即興、すなわちリアルタイムに構造を産出する
行為について、その理解と学習が積極的になされていると
は言い難い。
しかし、即興はユニバーサルな音楽行為であると同時に、音
楽技能はもちろん、創作や音楽づくりを含む創造的な音楽
学習に関わるヒントが数多く含まれていることから、指導者
が即興に対する理解と技能を深めることは音楽教育の質的
向上において有益である。
本講習では現代において即興が重要な様式上の要素と
なっているジャズを題材に、その演奏や学習の方法論を基
本を学ぶとともに、音楽学習観について考えたい。

高橋　範行（教育福祉学部准教授）
愛知県長久手
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・高

音楽科教諭
6,000円 40人

令和2年4月20日～
令和2年5月19日

令02-
20049-
509444号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/

愛知県立大学
【選択】2022年度の成年年齢引
下げに向けた消費者教育

社会経験が不足する若者を中心に、マルチ商法やデート商
法などによる消費者トラブルが多発している。また、その多く
は契約に際してクレジットカードや消費者金融が悪用される
ことから、若者が多重債務状態に追い込まれる事案も発生
している。
成年年齢の引下げに伴い、こうしたトラブルや多重債務者
問題が18歳の若者にまで広がることが懸念されるため、学
校現場における消費者教育の充実は喫緊の課題となって
いる。
本講習では、消費者教育専門のゲストスピーカーも招き、若
者の消費者被害の現状を知り、消費者保護制度などを学ぶ
とともに、グループワークを通じ、授業等における実践的な
消費者教育を実施するための能力の獲得を目指す。

田村　佳子（教育福祉学部教授）
愛知県長久手
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、特別
支援学校教諭

6,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月19日

令02-
20049-
509445号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

愛知県立大学 【選択】ラケットスポーツ（卓球）

本講習では卓球を楽しくすることで、生涯にわたって心身の
健康維持、増進をはかるために必要な基礎知識とスポーツ
技能を学習し、生涯継続してスポーツを楽しみながら健康づ
くりができるようにしたい。コミュニケーションをとりながら相
互学習し、ダブルス戦やチーム戦によって友情を深める。ま
た、スポーツの勝敗を体験することにより、身体運動の楽し
さを感受し、感性の磨きを期待する。目標は卓球の基本的
な打ち方を習得し、個人戦やチーム戦を楽しみながら、技能
の向上ができるようにする。

湯　海鵬（教育福祉学部教授）
愛知県長久手
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・高等学校
体育科教諭、養

護教諭

6,000円 48人
令和2年4月20日～
令和2年5月19日

令02-
20049-
509446号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/

京都府立大学 【選択】古典のあらたな地平

古典文学・語学にかんする今日の研究動向を踏まえなが
ら、古典の読解にたいするユニークなアプローチを試みる。
本講習によって、古典への関心を高めるための工夫や、古
典教材への新たな視点・知見を習得することを目指す。

本井　牧子（文学部日本・中国文学科准教授）
竹島　一希（文学部日本・中国文学科准教授）
仁木　夏実（国立明石工業高等専門学校准教
授）
藤本　灯（文学部日本・中国文学科講師）

京都府京都市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中・高等学校（国
語科）教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
20055-
508914号

075-703-5118 https://www.kpu.ac.jp/

京都府立大学
【選択】わが国の栄養・食生活の
現状と課題解決

・世界とわが国における健康と栄養状態を踏まえ、食育の
実践とその評価について、児童や教員を対象にした調査研
究結果をもとに解説し、議論する。
・ライフステージにおける食べて飲み込む機能と栄養状態と
の関係性について講義する。

東　あかね（生命環境学部食保健学科教授）
小林　ゆき子（生命環境学部食保健学科助教）

京都府京都市 6時間 令和2年8月3日
教諭

栄養教
諭

栄養教諭、中・高
等学校（家庭）教

諭
6,000円 25人

令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
20055-
508915号

075-703-5118 https://www.kpu.ac.jp/

京都府立大学 【選択】基礎科学研究の先端

生物、化学、物理の先端分野である「分子生物学」「材料化
学」「原子核物理学」における、今日の研究状況と発展方向
について紹介をする。具体的には「分子生物学研究から生
まれた植物科学の新しい視点」「機能性無機顔料開発の現
状」「大強度加速器を利用した科学」をテーマにして講習を
おこなう。この講習が、理科教員に求められる最新の知識
や技術を習得する上での一助となることを目指す。

山下　博史（生命環境学部環境・情報科学科助
教）
佐藤　雅彦（生命環境学部環境・情報科学科准
教授）
斧田　宏明（生命環境学部環境・情報科学科講
師）
関原　隆泰（生命環境学部環境・情報科学科講
師）

京都府京都市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小・中・高等学校
（理科）教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
20055-
508916号

075-703-5118 https://www.kpu.ac.jp/

公立鳥取環境大
学

【選択】鳥取砂丘の海ごみ調査
（フィールドワーク）

海ごみは近年、世界の関心が高まっている環境問題の一つ
である。本講習では本学が平成２１年から取り組んできた海
岸漂着ごみ調査研究の一端である、人工漂着物の回収方
法と組成分析を体験する。海ごみ問題を取り扱う環境教育
や生徒とのフィールドワークを行う際に、本講義の内容が役
立つことが期待される。

佐藤　伸（環境学部准教授）
荒田　鉄二（環境学部教授）
金　相烈（環境学部准教授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校教諭・中
学校・高等学校
教諭向け（理科）

6,000円 30人
令和2年4月19日～
令和2年7月17日

令02-
20066-
508290号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】Growth Mindset and
Active Learning

教育において、「主体的・対話的で深い学び」を実現していく
ために、アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善が求
められている。本講習では、アクティブ・ラーニングの視点と
ともに学習や問題解決に使われる脳の処理能力は開発・育
成できる（＝成長）という考え、成長型マインドセットについて
ワークショップ式で体験して、それぞれが担当されている生
徒への教育活動に取り入れていくことを想定した教材を作
成する。

べゴール　ベッティーナ（人間形成教育センター
教授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭向け（英語）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年7月17日

令02-
20066-
508291号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】創造性を引き出す

総合的な学習の時間や課題研究で、ある課題、例えば生徒
主体でまちづくりの企画案をつくる、地元の資源を使った新
商品を提案するといった課題に対し、より優れた案を引き出
すためには、創造性の発揮が求められる。本講習では、創
造性発現の原理および創造性発揮の促し方を学び、学校現
場での活用方法を考える。

磯野　誠（経営学部教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月3日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年7月17日

令02-
20066-
508292号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp
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公立鳥取環境大
学

【選択】「流暢さ第一」順番勉強法
で英語の４技能を同時に上げよう

本講習では、英語４技能を同時に伸ばす順番勉強法に焦点
を当て、生徒が英語に対するコンプレックスをなくし英語学
習に興味を持てるような実践技能としての英語科目につい
て考える。また、国際交流手段としての英語能力について理
解を深め、生徒主体の「流暢さ第一」順番勉強法を修得し
て、授業での活用方法を考える。

徳山　瑞文（人間形成教育センター教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月3日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭向け（英語）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年7月17日

令02-
20066-
508293号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】身近な植物を使った理科
教育

自然豊かな鳥取県では、学校の近隣に生育する野生植物
を材料にして理科関連の授業を実施することが可能であ
る。そこで、身近な植物を活用した理科教育プログラム開発
の可能性を探るため、公立鳥取環境大学のキャンパス周辺
に生育する植物の生態学的特性を調べるとともに、実験室
で形態測定や顕微鏡を使った微細構造の観察を行う。

笠木　哲也（環境学部准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭向け（理科）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年7月17日

令02-
20066-
508294号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】鳥取の水を調べよう（実
験）

私たちの暮らしに欠かせない水の性質や水源について解説
する。受講生は自宅から飲料水を持参し、大学周辺の水質
試料とあわせて実験を行う。水道は子供たちにとっても身近
なものであり、本講習の受講者が実際の水質やテスト手法
を知ることで教育にも役立てられると期待される。

山本　敦史（環境学部准教授）
戸苅　丈仁（環境学部准教授）
佐藤　伸（環境学部准教授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭向け（理科）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年7月17日

令02-
20066-
508295号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】学校現場でできる身近な
生物を使った動物行動の実験

天気がよければ海岸に行き、ホンヤドカリを観察、採取し、
実験室で、ヤドカリが運ぶ貝殻に関する実験を体験していた
だく。かれらの貝殻選択行動が、”進化的適応”からの予想
に合うかどうか簡単な実験によって調べていただきたい。天
候次第では、大学の敷地内の林でヤマトシロアリを観察、採
取し、かれらの腸内原生動物や道しるべフェロモンに関する
簡単な実験を体験していただく。ヤマトシロアリに備わって
いる興味深い特性を実験的に理解していただきたい。

小林　朋道（環境学部教授） 鳥取県鳥取市 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
教諭向け（理科）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年7月17日

令02-
20066-
508296号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】実験で正す理科の誤概念

高名な学者や専門メーカーの技術者が書籍に記述し、一般
的によく知られ、科学的に正しいと信じられていることが、実
は間違いだったということはよくある。 本講習では、間違い
やすい自然の事象を捉え、なぜ間違えられてきたのか分析
し、実験を行いながら確認を行う。扱う内容は、弦楽器が大
きな音を出すしくみ、アメンボが水面に浮くしくみ、網膜に像
を結ぶしくみ、飛行機が飛ぶしくみ、運動している物体には
たらく力、導体を伝わる電流、紅茶燃料電池、大気圧と音の
大きさ等を予定している。

足利　裕人（環境学部特任教授） 鳥取県鳥取市 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
教諭向け（理科）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年7月17日

令02-
20066-
508297号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】英語授業における発音を
見直そう！

英語の音声面に着目し、音声学・音韻論をもとに「スピーキ
ング・リスニング能力」の向上をめざした講習を行う。最新の
音声研究や実践例を紹介し、授業での効果的な活用法を提
示するとともに、グループワークを中心とした演習も行う。

桑本　裕二（人間形成教育センター教授）
中村　弘子（人間形成教育センター准教授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月11日 教諭
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 20人
令和2年4月19日～
令和2年7月17日

令02-
20066-
508298号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】鳥取まちづくり考

ゲーム方式のグループワークにてまちづくりのプロセスを経
験する。
そして、我々の生活の基盤となる「まち」の見方（都市と農村
の関係、地域経済、人口など）を学び、「まち」が持続的に発
展していくための方策を考える。

山口　創（環境学部講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和2年8月11日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け（社会科）
6,000円 20人

令和2年4月19日～
令和2年7月17日

令02-
20066-
508299号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp
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島根県立大学 【選択】現代日本の政治

テレビや新聞を見ていても、「政治のことを理解するのは難
しい 」と良く言われます。そこでこの講義では、そうした認識
を払拭すべく、「現代の日本政治」について初学者に理解し
てもらえるように分かりやすく論点を定めて提供しようと言う
のがこの講義の目的です。例えば、選挙があります。選挙
はどのように行われるのか、その結果、どのような現象が生
じているのか、こうした点を含めて、広く日本の政治につい
て解説します。

光延　忠彦（総合政策学部総合政策学科教授） 島根県浜田市 6時間 令和2年8月2日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年7月2日

令02-
20067-
508147号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学 【選択】日本語の不思議を考える

教員をなさっている中で、何げなく生徒から質問されるだろう
「日本語」に関する質問、また先生方もふだんから疑問に
思っているけれど、日々忙殺され、なかなかご自身で調べる
ことがままならないような問題を言語学的に扱おうと思って
おります。内容としては、ローマ字、4つ仮名（じ・ぢ・ず・づ）、
オの長音表記（ひらがな）、「は」の読み方、など。また、みな
さまが疑問に思っていらっしゃることも、募りたいと思ってお
ります。

高橋　純（人間文化学部地域文化学科教授） 島根県松江市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年7月3日

令02-
20067-
508148号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】児童・思春期における栄
養とこころのケア

児童・思春期における栄養・食生活の現状と課題、栄養評
価の方法について述べます。栄養問題は肥満とやせの二極
化し、その原因は社会構造の変化と共に複雑化していま
す。これらの課題・背景について、的確に評価・判定する方
法を述べます（名和田）。
思春期に起こりやすい摂食障害について医学的観点から概
説した上で、行動療法的治療における看護および心の発達
とケアについて述べます(大森）。

名和田　淸子（看護栄養学部健康栄養学科教
授）
大森　眞澄（看護栄養学部看護学科准教授）

島根県出雲市 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
教諭、養護教諭、

栄養教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年7月3日

令02-
20067-
508149号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】音楽遊びから教科の学び
へ―音楽を通して保幼小をつな
ぐ

本講習では、音楽教育の視点から保幼小のつながりを実践
的に、子どもの音楽的発達を理解しながら学ぶ。実践では、
幼児教育の基本である遊びを通して音楽表現の楽しさや面
白さを実感し、音楽あそびから芽生える学びの視点を探り、
小学校の音楽科教育（特に音楽づくりを中心に）へつなぐ考
えを探る。また、乳幼児期の音楽する姿や小学校の子ども
の音楽表現の姿も共有し、音楽的発達の視点における乳幼
児期・児童期の子どもについて考える。

梶間　奈保（人間文化学部保育教育学科講師） 島根県松江市 6時間 令和2年8月5日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年7月3日

令02-
20067-
508150号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】政治学とシティズンシップ
教育

日本において、選挙権を有する者の年齢が満１８歳以上に
なったことなどから、社会の成員として政治や社会に関わる
姿勢や責任等について教えるシティズンシップ教育の重要
性が高まっている。本講習では、シティズンシップ教育の内
容と課題、そしてシティズンシップ教育に政治学が果たして
きた役割等について解説する。また、シティズンシップ教育と
キャリア教育の関連性についても解説する。

松尾　哲也（総合政策学部総合政策学科准教
授）

島根県浜田市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年7月3日

令02-
20067-
508151号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】日本人英語教師のための
英語発音矯正講座

日本の英語教師は、教員免許取得の必修科目となっている
英語音声学の理論をすでに獲得しているが、実践的な英語
発音の技能を習得することは簡単なことではない。そこで、
英語の発音に自信がない日本人英語教師を対象とし、英語
音声学の理論を再確認しながら、日本人にとって難しい母
音と子音の発音矯正を行う。また、センテンスの音読を行
い、単語の連結によって生じる音の変化に合わせ、自然に
発音できる能力を身につける。アメリカ式の発音を基本とす
る。

江口　真理子（総合政策学部総合政策学科教
授）

島根県浜田市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小学校・中学校
英語・高等学校
英語教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～

令和2年7月8日

令02-
20067-
508152号

0852-20-0264
(内線： 333)

http://www.u-
shimane.ac.jp/
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島根県立大学
【選択】保育実践における「遊び」
について考える

幼児教育の中心は、幼児の自発的な活動としての「遊び」で
ある。本講習では、「環境」「発達」の観点から、保育実践に
おける「遊び」について捉え直し、小学校教育へと繋がって
いく乳幼児期の発達にふさわしい環境、保育者の役割につ
いて考えることを目指す。

小林　美沙子（短期大学部保育学科講師） 島根県松江市 6時間 令和2年8月18日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年7月17日

令02-
20067-
508153号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学 【選択】現代日本文学と「物語」

現代日本文学を題材とし、それらがどのようにパターンとし
ての「物語」と関わっているかを考えます。まず、言語を使う
我々が、ものごとを認識するうえでいかに「物語」に頼ってい
るのかを確認します。そのうえで、文学作品がどのように「物
語」を活用しているか、作家たちがどのように考えているか
を概観し、文学作品を読むことの意義やその価値について
考えていきます。

山根　繁樹（短期大学部総合文化学科教授） 島根県松江市 6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校国語・高
等学校国語教諭

向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年7月17日

令02-
20067-
508154号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】主体的・対話的で深い学
びを目指す小学校理科授業

本講座では，講義（新学習指導要領小学校理科のポイント
と主体的・対話的で深い学びを目指す小学校理科授業のあ
り方、指導改善のポイント等）と実験・演習（学びを深めるた
めの実験，６年理科で扱うプログラミング学習の初歩につい
て等）を通して，新学習指導要領に基づいた今後の理科授
業の指導法についてのヒントを得ることをねらいとする。

高橋　泰道（人間文化学部保育教育学科教授） 島根県松江市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年7月20日

令02-
20067-
508155号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】「なーんだ、やれそう！」
国語科の主体的・対話的で深い
学び

平成２９年３月に告示された新学習指導要領では、全ての
教育課程を通じて「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。本講習では、国語科において「主体
的・対話的で深い学び」を実現するための授業づくりについ
て学ぶ。
具体的な到達目標は下記の通りである。
・国語科における「主体的・対話的で深い学び」とは何かを
理解することができる。
・具体的な教材に即して「主体的・対話的で深い学び」を実
現するための単元を構想することができる。

中井　悠加（人間文化学部保育教育学科講師）
古賀　洋一（人間文化学部地域文化学科講師）

島根県松江市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校国語・中
学校国語教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年7月21日

令02-
20067-
508156号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】新学習指導要領に基づく
算数・数学の授業づくり

資質・能力ベースの新学習指導要領の主旨の理解とそれを
具現化していく算数・数学の授業づくりについて学ぶ。小学
校算数および中学校数学の授業の具体を視聴しながら、
「数学的な見方・考え方」のとらえ、「数学的活動」の組織の
仕方、そして資質・能力ベースの学びのまとめや振り返りな
ど、授業改善に必要な内容について確認していく。

齊藤　一弥（人間文化学部保育教育学科教授） 島根県松江市 6時間 令和2年8月24日 教諭
小学校算数・中
学校数学教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年7月22日

令02-
20067-
508157号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】文化資源としての小泉八
雲

山陰地方にゆかりの深い作家、小泉八雲の生い立ち・思
考・主要作品の形態や特色への理解を深めるとともに、八
雲の作品や「オープン・マインド」な精神性を文化資源とし
て、観光・文化創造など現代社会に活かす意義について理
解することを目標とする。なかでも、八雲の総体的視点での
日本の学校教育への見解や、講師自身が塾長をつとめる、
児童の郷土理解と五感力育成をめざす教育実践「子ども塾
―スーパーへるんさん講座」を主要事例とし、作家の精神性
を鑑賞対象・研究対象・顕彰対象を超えて社会へ活かす可
能性について考えてみたい。

小泉　凡（人間文化学部・短期大学部非常勤講
師）

島根県松江市 6時間 令和2年8月25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7月22日

令02-
20067-
508158号

0852-20-0264
(内線： 333)

http://www.u-
shimane.ac.jp/
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島根県立大学
【選択】学校保健における教員の
役割

教育現場において、配慮しなければならない健康問題や課
題は児童・生徒により様々である。慢性疾患を持つ児童・生
徒や病児・病後児への対応、食物アレルギーやアナフィラキ
シーに関する知識をはじめ、学校における感染症対策、心
肺蘇生法を含む応急救護など、最新の情報やガイドライン
を踏まえて解説する。また、医療的ケアが必要な子どもに関
する近年の動向について紹介する。

前林　英貴（人間文化学部保育教育学科講師） 島根県松江市 6時間 令和2年8月27日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭
向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年7月27日

令02-
20067-
508159号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】子どもの対人関係能力を
育てる「社会性と情動の学習
（SEL）」

子どもの対人関係能力を育成する「社会性と情動の学習
（SEL：Social and Emotional Learning）」と呼ばれる心理教育
プログラムについての理論と実践方法について紹介する。
講習では， 日本の子どもを取り巻く現状とともに，SELを実
施する必要性について説明する。また，SELの具体的な実
践方法について，実際の学習活動を体験することを通して
理解を深める。

山田　洋平（人間文化学部保育教育学科准教
授）

島根県浜田市 6時間 令和2年8月28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16日～
令和2年7月28日

令02-
20067-
508160号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】主体的な態度を育む図画
工作

小学校図画工作科および幼児教育において、未来を生きる
子どもたちが身に付けるべき資質・能力とは何か、なぜ学ぶ
のか、生きて働く学びとは何かについて考える。前半は学習
指導要領の理解を深める内容を講義形式で行い、後半は
造形遊びを取り入れた実習形式で行う。

福井　一尊（人間文化学部保育教育学科准教
授）

島根県松江市 6時間 令和2年8月29日 教諭
小学校・幼稚園

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年7月29日

令02-
20067-
508161号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】特別なニーズのある子ど
もの理解と支援―場面緘黙と自
閉症を中心に―

学校には様々な特別な教育的ニーズのある子どもがいま
す。そして、一人ひとりのニーズに応じた対応・支援が求め
られています。この講習では、基本となる特別支援教育体
制の理解を踏まえ、場面緘黙と自閉症・アスペルガー障害
を取り上げ、学校における子ども理解の在り方や合理的配
慮、及び具体的な支援について学びます。講義と模擬事例
に基づくグループ討議を行います。

園山　繁樹（人間文化学部保育教育学科教授） 島根県松江市 6時間 令和2年9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

諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～

令和2年8月5日

令02-
20067-
508162号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】食文化の変遷と歴史的背
景

和食がユネスコ無形文化財に登録され、世界的にも評価さ
れています。和食とは、日本の伝統的な地域の食文化とし
て、地域が育てた食のしくみと技の結集であり、それが世界
的に評価されていることを詳しく解説します。また、島根県の
伝統的な食文化について学び、他地域と比較検討すること
により、自然科学的および人文科学的な視点から次世代へ
和食を伝え継ぐということについて、その考え方や方法論、
教育現場で活用できるツールの紹介などを交えて講義しま
す。

籠橋　有紀子（看護栄養学部健康栄養学科准
教授）

島根県出雲市 6時間 令和2年9月19日
教諭

栄養教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

（家庭科）、栄養
教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年8月19日

令02-
20067-
508163号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】だれでもできる表現運動
の授業

小学校体育科表現運動領域における基礎的な教材を体験
的に理解し、表現の楽しさを体感するとともに日々の実践に
活かせるようにする。
（１）表現運動の魅力や意義、育てたい力を体験的に理解す
る。
（２）表現運動に必要な単元構想や指導方法を理解し、日々
の実践に活かせるようにする。
（３）実技講習を通して表現運動の楽しさやおもしろさを体感
する。

梶谷　朱美（短期大学部保育学科教授） 島根県松江市 6時間 令和2年9月26日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年8月26日

令02-
20067-
508164号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】行動変容につながるカウ
ンセリング技法

これからの食育や栄養教育は、知識や理論を伝えることで
はなく、子どもたち自身の食行動や食習慣を、いかにより良
く変容させるかが目的となります。そのための保護者を含め
て、子どもたち一人一人の食環境に応じた、的確なアドバイ
スと支援が望まれます。本講習で、行動変容につながるカ
ウンセリング技法について、演習を含めて理論と実践力を
身につけましょう。

今中　美栄（看護栄養学部健康栄養学科教授） 島根県出雲市 6時間 令和2年9月26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（食生活
や栄養に関する
行動理論・カウン
セリングに興味の

ある教諭）

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年8月26日

令02-
20067-
508165号

0852-20-0264
(内線： 333)

http://www.u-
shimane.ac.jp/
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島根県立大学 【選択】統計学の基礎と応用

本講義では、統計学の基本的な方法を理解し、コンピュー
ター・統計処理の方法（エクセルの利用を中心に）を学ぶ。
具体的な到達目標は下記の通りである。
・平均値、標準偏差、推定、検定、相関係数および回帰など
の概念を理解し利用できる。
・エクセルを用いて、平均値から回帰までの計算ができる。

張　忠任（総合政策学部総合政策学科教授） 島根県浜田市 6時間 令和2年11月8日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年10月8日

令02-
20067-
508166号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

島根県立大学
【選択】行動変容を促すための相
談・保健指導・生活支援

本講習は、養護教諭及び栄養教諭、幼稚園・小学校・中学
校・高等学校教諭が幼児、児童又は生徒、教職員、保護者
に対し、相談や保健指導、生活支援の場面で相手の行動変
容を促し、自律を目指した支援ができるようになることを目
的とする。幼児、児童又は生徒、教職員、保護者の発達段
階と発達課題や健康課題を理解した上で、個人の課題解決
や目標達成に向けた支援の方法について学ぶ。

小田　美紀子（看護栄養学部看護学科准教授） 島根県出雲市 6時間 令和2年11月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

養護教諭、栄養
教諭、幼稚園・小
学校・中学校・高
等学校教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年10月21日

令02-
20067-
508167号

0852-20-0264
(内線： 333)

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

県立広島大学
【選択】英語音声についての理論
と実践

本講座は，英語コミュニケーション活動に重要な位置を占め
る音声について，その基礎理論を提示し，指導への応用を
図ることを目的とする。児童・生徒の発音向上のための具体
的な指導法の探究に向けて，次の項目を中心とした講義と
演習を行う：１）英語の音声体系についての概説，２）日本人
学習者と英語話者の英語音声の特徴とその比較，３）日英
語対照音声学と音声音響分析の応用による発音指導・矯正
の実践，４）英語発音指導についてのグループ討議。

上斗　晶代（人間文化学部教授） 広島県広島市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭，及

び中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20070-
507026号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】英語教育と異文化コミュニ
ケーションの理論と実践

本講座は英語学、英語文学、英語教育方法論の基礎理論
を学びながら、教育現場での実践的応用につながる知識を
得ることを目的としている。三人の講師がそれぞれの専門
知識をもとに、独自の視点から、英語教育の現場を意識し
た以下のようなテーマを掲げて講義と実習を展開する：１）言
語と思考と文化の関係を論じる言語理論、２）実践的コミュニ
ケーション力を養う英語劇の導入、３）これからの入試を考
えた英文読解指導

スティーヴン　ローゼン（人間文化学部教授）
吉本　和弘（人間文化学部教授）
本岡　直子（保健福祉学部教授）

広島県広島市 6時間 令和2年8月11日 教諭
小学校教諭，及

び中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20070-
507027号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】国語科「言語文化」「古典
探究」に活かす古典文学研究の
成果（１）

ことばの持つ価値への認識を深め、言語文化に対する理解
や関心を育てることに重きを置く新学習指導要領を踏まえ
て、古典文学研究の最新の成果を紹介しながら、「言語文
化」「古典探究」領域の授業づくりに活用できる、日本の「古
典知」の形成と展開について考える。教材として取り上げら
れることの多い『竹取物語』『枕草子』『源氏物語』を取り上
げ、中国文学の摂取と定着の様相を、具体例に基づき分
析・考察する。

西本　寮子（人間文化学部教授） 広島県広島市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20070-
507028号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】国語科「言語文化」「古典
探究」に活かす古典文学研究の
成果（２）

ことばの持つ価値への認識を深め，言語文化に対する理解
や関心を育てることに重きを置く新学習指導要領を踏まえ
て，古典文学研究の最新の成果を紹介しながら，「言語文
化」「古典探究」領域の授業づくりに活用できる，日本の「古
典知」の形成と展開について考える。『史記』『捜神記』『文
選』『白氏文集』『唐詩選』などの漢籍から，日本の「古典知」
に組み入れられ，現代の「国語」のテキストにも多く採用され
ている作品を選んで，演習形式を交えつつ精読する。

柳川　順子（人間文化学部教授） 広島県広島市 6時間 令和2年8月11日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20070-
507029号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

県立広島大学
【選択】新学習指導要領に基づく
国語科授業づくりと評価

本講座は、児童生徒が楽しく国語の力を付けられるような国
語科授業づくりを求めて行います。ここでは、主に①新学習
指導要領を踏まえた単元デザインの手順　②評価規準の立
て方を講義と演習を通して身に付けていただきたいと思いま
す。さらに、日頃の授業に活かせるようにアクティブ・ラーニ
ングを通して先生方にも楽しく国語科の指導力を発揮してい
ただけるような授業アイデアを提案していたたき協議・検討
します。

門戸　千幸（総合教育センター教授） 広島県広島市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校教諭，及
び中学校国語科

教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20070-
507030号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】日本史（歴史）教育に地域
史研究の成果をどう活かすか

地域に残る文化財や諸資料を活用して、身近な地域の歴史
的な特徴を多面的・多角的に考察し、表現することを求めて
いる学習指導要領に対応するため、広島県地域を対象とす
る最新の研究成果（草戸千軒町遺跡を中心とする中世の港
町と物資の流通に関する研究）を紹介しながら、新たな知見
を日本史（社会科）の授業の展開にどのように活かしていく
のかを考える。

鈴木　康之（人間文化学部教授） 広島県広島市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校社会科・
高等学校地歴科

教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20070-
507031号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学 【選択】「宮島学」ノススメ

県立広島大学宮島学センターが積み重ねてきた世界遺産
厳島神社・宮島に関する多面的な研究成果と廿日市市内の
小・中学校との連携活動事例を紹介しながら、社会科・地歴
科に限定されない、宮島をフィールドとする児童・生徒の主
体的な学習活動を引き出すための工夫について考える。

秋山　伸隆（宮島学センター特任教授）
大知　徳子（地域基盤研究機構特命講師）
西本　寮子（人間文化学部教授）

広島県広島市 6時間 令和2年8月8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-
20070-
507032号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】教育活動に活かす認知心
理学

心理学の研究からもたらされた知見は，教育活動に非常に
有用ですが，十分に活かされているとはいえません。この講
習では，特に認知心理学に焦点を合わせて，教育活動にお
いてどのように活用することができるのかを考えます。具体
的な内容として，「心理学の研究法とクリティカル・シンキン
グ」そして「学習原理を用いた効果的な学習方法」に関する
トピックスについて具体例を挙げながら，ともに考察します。

向居　暁（人間文化学部教授） 広島県広島市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20070-
507033号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】健やかな心身の育成指導
の充実に関する講習

講座は，健康的な生活習慣の形成を考える際に必要となる
基礎的理解を深めることを目的とする。そこで，健康の維
持・増進に深く関わる「健康スポーツ科学」「臨床医学」「臨
床栄養学」という観点から，その最新の動向・知見について
講ずる。

三浦　朗（人間文化学部教授）
北台　靖彦（人間文化学部教授）
神原　知佐子（人間文化学部准教授）

広島県広島市 6時間 令和2年7月11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4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20070-
507034号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】教育現場における情報活
用と情報安全

本講座は、近年のICT（情報通信技術）の進展に合わせ、こ
れらの技術を教育現場において活用する方法や注意すべき
事項について学ぶ。具体的には、(1)情報機器やマルチメ
ディア技術を教育に活用する方法、(2)インターネット、PCや
スマートホンなどの情報端末の利用の際に重要となる情報
セキュリティや情報倫理について、教育現場を視野に入れ
た基本的事項を学ぶ、といった内容である。

佐々木　宣介（経営情報学部准教授）
小川　仁士（経営情報学部教授）
宇野　健（経営情報学部准教授）

広島県広島市 6時間 令和2年8月22日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20070-
507035号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】ことばへの気づきを促す
英語アクティブ・ラーニング

小学校外国語活動および中学校・高等学校英語科授業の
改善に資する理論と実践のヒントを提供する。アクティブ・
ラーニングを取り入れた講義とワークショップを通じて，受講
者が自らの授業を振り返るとともに，新しい授業創りへの道
筋を探る。具体的な教材を用いた演習の時間を設け，学び
手としての気づきを促す。

馬本　勉（生命環境学部教授）
河村　和也（生命環境学部准教授）

広島県庄原市 6時間 令和2年8月1日 教諭
小学校教諭，及

び中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20070-
507036号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

県立広島大学
【選択】生命科学の発展と今後の
理科教育

本講座では、生命科学の先端研究を推進する教員が以下3
つテーマで、生命の仕組みや機能に関する最近の話題や生
命科学的考察を教授し、今後の理科教育に係る事項につい
ての理解を促す。
1）細胞生物学的観点からヒトの健康や老化について解説す
る。
2）細胞がもつ運動装置の構造と機能に関する最近の知見
を解説する。
3）生殖技術を用いた動物個体の作出や遺伝子機能の解析
（遺伝子改変動物，ゲノム編集）について解説する。

齋藤　靖和（生命環境学部教授）
八木　俊樹（生命環境学部教授）
阿部　靖之（生命環境学部准教授）

広島県庄原市 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 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20070-
507037号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】ウィメンズヘルス健康教
育講座－思春期における性教育
と健康支援－

女性の各ライフステージ（思春期を中心に）の視点から健康
について学修する。また，『女性の健康のあり方』について，
各自が考える具体的な健康支援について提案できるよう基
礎的知識を学修する。さらに，生涯にわたり，子ども達がよ
りよく生きる選択ができるよう，昨今の性に関する健康問題
について意見交換・ディスカッションし，学童期・思春期の児
童・生徒および保護者に必要な性教育に求められる知識と
教育方法について考察していく。

宮下　ルリ子（助産学専攻科准教授）
奥山　葉子（助産学専攻科講師）
沖西　紀代子（保健福祉学部講師）
藤井　宏子（助産学専攻科准教授）

広島県三原市 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

教諭（小・中）　養
護教諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
20070-
507038号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】特別支援教育－アセスメ
ントと発達支援

自閉症スペクトラム，注意欠陥多動性障害，学習障害、発
達性協調運動障害等の発達障害児に対する適切な支援が
教育現場に求められている。この講座では，医師，理学療
法士，言語聴覚士の資格を有する教員により，発達障害児
の行動や情緒，コミュニケーション，学習上の問題を最新の
医学的知見から、アセスメントによる子どもの理解と，その
具体的な支援について教授する。

島谷　康司（保健福祉学部教授）
堀江　真由美（保健福祉学部講師）
細川　淳嗣（保健福祉学部講師）
林　優子（保健福祉学部教授）

広島県三原市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

教諭（幼・小）　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-
20070-
507039号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】特別支援教育-子どもの
学校生活支援

障害をもつ子どもたちは，学校において，健康面，学習面，
人間関係など，様々な問題を経験している。この講座では，
看護師・保健師・養護教諭，社会福祉士，作業療法士の資
格を有する教員により，障害をもつ子どもたちが学校生活で
直面する様々な課題を医療・保健・福祉の視点で分析し，そ
の具体的な支援について教授する。

沖西　紀代子（保健福祉学部講師）
永野　なおみ（保健福祉学部准教授）
織田　靖史（保健福祉学部助教）
古山　千佳子（保健福祉学部教授）

広島県三原市 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

教諭（幼・小・中）
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-
20070-
507040号

082-251-9710
(内線： 1185)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

尾道市立大学
【選択】国語科教育内容の充実に
向けて

「話すこと／聞くこと」「書くこと」「読むこと」の指導の充実に
向けて（６時間（３６０分）講義形式、０.８時間（５０分）筆記試
験）
内容：中学校・高等学校国語科の「話すこと／聞くこと」「書く
こと」「読むこと」の各領域にわたり、以下の四項目に基づい
て近年の学問成果を盛り込んだ講義（演習も含む）を行い、
教育実践に資する知見を提供する。
　○古典文学・漢文学の読み
　○近現代文学・評論の読み
　○日本語の理解・読書指導・表現指導
　○国語科の授業づくり

藤本　真理子（芸術文化学部准教授）
藤川　功和（芸術文化学部教授）
灰谷　謙二（芸術文化学部教授）
鷹橋　明久（芸術文化学部准教授）

広島県尾道市 6.8時間 令和2年7月18日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 45人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
20071-
506939号

0848-22-8311
(内線： 231)

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

尾道市立大学
【選択】美術科教育の充実に向け
て（油画）

　中学校・高等学校における「美術」教育に関し、教材研究
を深化させ、また授業構成・内容等を受講者それぞれが検
討するための材料を提供する機会とする。（６時間、講義・実
習形式、０.５時間、実技考査）
　○油画；石膏像　木炭デザイン

矢野　哲也（芸術文化学部教授） 広島県尾道市 6.5時間 令和2年8月12日 教諭
中学校・高等学
校美術科教諭

8,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
20071-
506940号

0848-22-8311
(内線： 231)

http://www.onomichi-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

尾道市立大学
【選択】美術科教育の充実に向け
て（デザイン）

　中学校・高等学校における「美術」教育に関し、教材研究
を深化させ、また授業構成・内容等を受講者それぞれが検
討するための材料を提供する機会とする。（６時間、講義・実
習形式、０.５時間、実技考査）
　〇デザイン；アニメーションの原点の一つである「おどろき
盤（Phenakistiscope)」を製作し、動きのデザインを考える。

黒田　教裕（芸術文化学部講師） 広島県尾道市 6.5時間 令和2年8月13日 教諭
中学校・高等学
校美術科教諭

8,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
20071-
506941号

0848-22-8311
(内線： 231)

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

尾道市立大学
【選択】美術科教育の充実に向け
て（日本画）

　中学校・高等学校における「美術」教育に関し、教材研究
を深化させ、また授業構成・内容等を受講者それぞれが検
討するための材料を提供する機会とする。（６時間、講義・実
習形式、０.５時間、実技考査）
　○日本画；日本画材料と水彩絵具の併用による静物彩色
写生

鈴木　恵麻（芸術文化学部准教授） 広島県尾道市 6.5時間 令和2年8月14日 教諭
中学校・高等学
校美術科教諭

8,500円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
20071-
506942号

0848-22-8311
(内線： 231)

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

山口県立大学 【選択】学校と裁判

学校という場で生起するいじめ（ハラスメント）、体罰、校則、
教育情報などをめぐる裁判例の動向を概観し、具体的な裁
判例を分析・検討することによって、事件の再発防止および
子どもの権利（子どもの学習権など）の保障の観点から、学
校が取り組むべき課題について考える。

藪本　知二（社会福祉学部教授） 山口県山口市 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、特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 30人
令和2年5月17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506817号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp

山口県立大学 【選択】いじめ問題の認識と対応

１．いじめの様相、背景要因について理解する。　
２．被害者・加害者の心理について理解する。　
３．いじめへの介入、被害者への支援、加害者への指導と
支援について考える。

大石　由起子（社会福祉学部准教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月18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 60人
令和2年5月17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506818号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】子ども達の未来を考える
～持続可能な開発目標（SDGｓ）
の観点から～

持続可能な開発目標（SDGs）の概説とその目標達成のため
の教育（ESD）について学ぶ。
１　持続可能な開発目標の背景　
２　地球環境の現状
３　ESDとSDGsに関連した活動事例（フードバンク・子ども食
堂等）
４　持続可能な社会を構築するために（ワークショップ）
５　まとめ

今村　主税（看護栄養学部准教授） 山口県山口市 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17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506819号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】養護教諭のためのフィジ
カルアセスメント

看護師ではなく養護教諭が行うフィジカルアセスメントの意
義を確認するとともに、フィジカルアセスメントの基本技術、
目的を学び、保健室の応急手当場面で役に立つフィジカル
アセスメントを中心に演習をまじえながら解説する。

丹　佳子（看護栄養学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月18日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 20人

令和2年5月17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506820号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp

山口県立大学

【選択】自閉症スペクトラム障害
児・者の心理学的理解と支援−グ
ループワークによる心理教育的
支援−

自閉症スペクトラム障害児・者の状態像について、心の理
論、実行機能、弱い中枢性統合、情動調整、自己・他者理
解などの心理学的視点から論じます。またそれらの特徴を
踏まえたうえで、上述した自閉症スペクトラム障害児・者の
自己理解と他者理解を深めるためのグループワークについ
て体験的に学び、自閉症スペクトラム障害児・者にとって適
切な心理教育的支援とは何かを考えていきます。

永瀬　開（社会福祉学部講師） 山口県山口市 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、特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 30人
令和2年5月17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506821号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp

山口県立大学 【選択】協同の教育を学ぶ

多くの学校では何らかの形でグループを用いた学習活動が
展開されているが，単にグループを形成して活動させれば
協同的な学習が促進されるとは限らない。本講習会では競
争と協同に関する理論を踏まえつつ，児童，生徒が互いに
高め合う協同的な授業や学習に関する基礎理論，基本的技
能について学ぶ。したがって，授業等を展開する指導者とし
ての役割が期待される教諭，養護教諭，栄養教諭を受講対
象とする。

甲原　定房（看護栄養学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
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 40人
令和2年5月17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506822号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山口県立大学
【選択】子供を取り巻く大人が連
携した効果的な食育活動を考え
る

幼稚園教諭、小・中学校教諭および栄養教諭が行っている
日々の教育活動の中から、食育の現状や課題等を考えても
らう。そして、授業や日常生活の中で、学校、地域、家庭等、
子供を取り巻く大人が連携することにより可能となる、子供
たちに効果的な食育活動とは何かを考え、実践に結びつけ
るきっかけを作る。

加藤　元士（看護栄養学部准教授）
乃木　章子（看護栄養学部教授）

山口県山口市 6時間 令和2年8月19日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、栄養教

諭

6,000円 20人
令和2年5月17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506823号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】幼稚園児・保育園児に起
こりやすい傷病の理解と事故予
防

養護教諭の少ない幼稚園・認定こども園・保育園において、
幼児がケガや事故、病気で具合が悪くなったときに、教員は
どのような判断、対応を行うべきか、幼少期に起こりやすい
傷病の具体例、予防策を挙げて解説する。また、感染症に
関しては演習を行う。

小迫　幸恵（看護栄養学部准教授）
家入　裕子（看護栄養学部講師）
空田　朋子（看護栄養学部助教）

山口県山口市 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 40人

令和2年5月17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506824号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】カウンセリングの理論と技
術

１．学校等における児童・生徒の心理的問題とその対応に
ついて臨床心理士の立場から論じる。
２．カウンセリングの理論について論じ、教育相談場面での
応用について考える。
３．ロールプレイによる体験学習を通して、受講者が教育相
談のスキル(技術）を修得する。

大石　由起子（社会福祉学部准教授） 山口県山口市 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17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506825号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】学校現場に多い傷病の理
解と応急手当

学校現場において子どもがけがをしたり、具合が悪くなった
時に、教員が、子どもの体をどのように観察し、緊急度・重
症度判断を行うべきか、さらに、状況に応じた手当をどのよ
うに実施すればよいかについて、学校現場に多い傷病を中
心に具体的に解説する。また、実際にあった事例をもとに学
校における危機管理体制についても考える。
また、この講習は養護教諭以外の教諭を対象としており、食
物アレルギーによるアナフィラキシーショックに備えた校内
体制づくりの内容を含むため、栄養教諭も対象とする。

丹　佳子（看護栄養学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月20日
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、特別支
援学校教諭、栄

養教諭

6,000円 40人
令和2年5月17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506826号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】読書が育む豊かな人間性
－学校図書館を活かす－

子どもにとって読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を
高め、想像力を培うなど豊かな人間性を身につける重要な
活動である。「第65回 学校読書調査報告」を参考にしつつ、
児童・生徒の読書活動の実態および児童・生徒の発達段階
に応じた読書の意義などについて概説する。

安光　裕子（国際文化学部教授） 山口県山口市 6時間 令和2年8月20日 教諭

小学校教諭、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5月17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506827号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】子どもの貧困問題の理解
と取り組み

現代社会における格差問題から生じる貧困問題が、児童生
徒に与える影響を概説するとともに、この問題への対策とし
ての居場所づくり、学習支援等の取り組みをとおして、家
庭、学校、行政、地域からなるネットワーク構築の必要性に
言及する。この講習を通して教諭、養護教諭、栄養教諭に
子どもの貧困問題の理解が深まることを期待する。

内田　充範（社会福祉学部教授） 山口県山口市 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 70人
令和2年5月17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506828号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp

山口県立大学

【選択】自閉症スペクトラム障害
児・者の心理学的理解と支援−グ
ループワークによる心理教育的
支援−

自閉症スペクトラム障害児・者の状態像について、心の理
論、実行機能、弱い中枢性統合、情動調整、自己・他者理
解などの心理学的視点から論じます。またそれらの特徴を
踏まえたうえで、上述した自閉症スペクトラム障害児・者の
自己理解と他者理解を深めるためのグループワークについ
て体験的に学び、自閉症スペクトラム障害児・者にとって適
切な心理教育的支援とは何かを考えていきます。

永瀬　開（社会福祉学部講師） 山口県山口市 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 30人
令和2年5月17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506829号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山口県立大学
【選択】健常者と身体障害者の健
康スポーツ科学

年齢、体力レベル、身体的障害の有無に関わらず、「身体
運動・スポーツ」の適切な実践は、生活習慣病の予防、精神
的ストレスの解消等を通して心身の健康づくりに寄与する。
インクルーシブ教育システムの構築を見据えつつ健康増進
のための運動の役割について理解を深めてもらうために、
すべての教員を対象として、健常者と身体障害者の身体機
能の基礎知識、運動不足の健康被害、運動指導における
配慮事項等について解説する。

曽根　文夫（看護栄養学部教授）
角田　憲治（社会福祉学部講師）

山口県山口市 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5月17日～
令和2年5月31日

令02-
20075-
506830号

083-928-3005
http://www.yamaguchi-
pu.ac.jp

福岡県立大学
【選択】外国にルーツのある子ど
もの教育①（児童生徒理解）

公立学校に在籍する外国にルーツのある子どもの教育につ
いて、実践事例を通して指導上の留意点を理解する。特に、
次の2点について理解を深める。１．子どもの言語的・文化
的多様性の実際を知り、外国にルーツのある子どもの教育
において、多様性に応じた指導ができるために、教員が留
意する点を知る。2．子どもが学校生活で抱えるさまざまなつ
まづきとその要因を知り、適切な支援方法を知る。

臼井　智美（大阪教育大学　教育学部准教授） 福岡県田川市 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 30人
令和2年5月16日～
令和2年5月31日

令02-
20083-
507743号

0947-42-2118
(内線： 2005)

http://www.fukuoka-
pu.ac.jp/

福岡県立大学
【選択】外国にルーツのある子ど
もの教育②（教科指導型日本語
指導）

公立学校に在籍する外国にルーツのある子どもの教育にお
いて、教員が担う役割について、授業づくりの場面に焦点化
して考える。特に、在籍学級で行われる教科学習について
いける日本語力と学力の両方の獲得を図る指導法である教
科指導型日本語指導について、実践例を踏まえて具体的に
理解を深める。なお、各教科・領域の学習活動において養
護教諭および栄養教諭も授業者となりうるため、養護教諭・
栄養教諭も本講習の対象とする。

臼井　智美（大阪教育大学　教育学部准教授） 福岡県田川市 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 30人
令和2年5月16日～
令和2年5月31日

令02-
20083-
507744号

0947-42-2118
(内線： 2005)

http://www.fukuoka-
pu.ac.jp/

福岡県立大学

【選択】『共生社会実現に向けた
インクルーシブ教育システム構築
のための特別支援教育』の現状
と課題（基礎）

障害学、教育学、社会福祉学などの知見を手掛かりに、イン
クルーシブ教育に関する理論と実践の多角的な検討と探求
を行う。まず、インクルーシブ教育を求めてきた国内外の歴
史とその理念について理解する。また、「共生社会の実現を
めざす特別支援教育」の現状と課題を、参加者の意見交換
を基に検討する。さらに、いくつかの先進事例を紹介し、実
践場面において、さまざまな子どもたちが共に育ちあうこと
を保障するための視点を探求する。翌日の実践編と併せて
受講することが望ましい。

二見　妙子（人間社会学部助教） 福岡県田川市 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 30人
令和2年5月16日～
令和2年5月31日

令02-
20083-
507745号

0947-42-2118
(内線： 2005)

http://www.fukuoka-
pu.ac.jp/

福岡県立大学

【選択】『共生社会実現に向けた
インクルーシブ教育システム構築
のための特別支援教育』の現状
と課題（実践）

障害学、教育学、社会福祉学などの知見を手掛かりに、イン
クルーシブ教育に関する理論と実践の多角的な検討と探求
を行う。まず、インクルーシブ教育を求めてきた国内外の歴
史とその理念について理解する。また、「共生社会の実現を
めざす特別支援教育」の現状と課題を、参加者の意見交換
を基に検討する。さらに、いくつかの先進事例を紹介し、実
践場面において、さまざまな子どもたちが共に育ちあうこと
を保障するための視点を探求する。前日の基礎編と併せて
受講することが望ましい。

二見　妙子（人間社会学部助教） 福岡県田川市 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 30人
令和2年5月16日～
令和2年5月31日

令02-
20083-
507746号

0947-42-2118
(内線： 2005)

http://www.fukuoka-
pu.ac.jp/

福岡県立大学
【選択】救急処置・危機管理と学
校保健

学校保健と関連させた内容を主体に、救急処置と危機管理
について学ぶ。まず、医療機関の救命救急部門でおこなわ
れている最先端の取組とそこから導き出される学校保健へ
の期待について学び、救急処置の演習を行う。また、防災
教育のあり方を地域と学校の視点から学び、図上での演習
を通して被害や水難への対応と関係機関との連携について
学ぶ。

松浦　賢長（看護学部教授）
瀧本　浩一（山口大学　大学院創成科学研究科
准教授）

福岡県田川市 6時間 令和2年8月17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16日～
令和2年5月31日

令02-
20083-
507747号

0947-42-2118
(内線： 2005)

http://www.fukuoka-
pu.ac.jp/

福岡女子大学
【選択】「国語」教材の講読と分析
（１）

古典を中心に、原典を専門的に読み解いていくことにより、
「国語」教材に対する読解力と指導力の更なる向上を目指
す。基本的に、作品を丹念に講読することによって、教材の
研究に有益な視点を得る。

大久保　順子（国際文理学部　教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月3日 教諭
高等学校及び中
学校の国語教諭

6,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
20084-
509158号

092-661-2728
(内線： 7102)

http://www.fwu.ac.jp
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡女子大学
【選択】「国語」教材の講読と分析
（２）

古典を中心に、原典を専門的に読み解いていくことにより、
「国語」教材に対する読解力と指導力の更なる向上を目指
す。基本的に、作品を丹念に講読することによって、教材の
研究に有益な視点を得る。

森　誠子（九州産業大学　基礎教育センター
准教授）
坂本　浩一（国際文理学部　教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月4日 教諭
高等学校及び中
学校の国語教諭

6,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
20084-
509159号

092-661-2728
(内線： 7102)

http://www.fwu.ac.jp

福岡女子大学
【選択】実践で学ぶ最新の生命科
学・物質科学（１）界面活性剤の
界面分子膜

界面活性剤(あるいは両親媒性物質)の一般的な性質や機
能と、界面活性剤分子が集まってできる分子膜やミセルに
関する最近の研究について学ぶ。また、講習の中で、界面
張力の測定実験を行い、得られた結果から界面活性剤の機
能について考えてみる。

池田　宜弘（国際文理学部　教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月4日 教諭
高等学校及び中
学校の理科教諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
20084-
509160号

092-661-2728
(内線： 7102)

http://www.fwu.ac.jp

福岡女子大学
【選択】実践で学ぶ最新の生命科
学・物質科学（2）目に見えない生
物の多様性を考える

現在、生物の多様性はどのように認識されているのか、人
間の目に見えない生物(特に原生生物)が生態的・進化的に
いかに重要なのか、について学ぶ。また、顕微鏡観察や遺
伝子解析等を行うことによって、普段目にすることのない微
生物の存在を実際に確認する。

瀧下　清貴（国際文理学部　教授）
大坪　繭子（国際文理学部　助手）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月5日 教諭
高等学校及び中
学校の理科教諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
20084-
509161号

092-661-2728
(内線： 7102)

http://www.fwu.ac.jp

福岡女子大学
【選択】実践で学ぶ最新の生命科
学・物質科学（3）ナメクジを使っ
た神経科学

「ナメクジの学習機構」、「光走性機構」などの最新知見や実
験手法を題材に取り上げ、動物行動の基にある神経系の可
塑性と、その機能発現におけるロジックについて学ぶ。特
に、中高の理科教育現場で実践可能な生物実習の方法な
どについて体験、体得してもらうことを主眼としている。

松尾　亮太（国際文理学部　教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月8日 教諭
高等学校及び中
学校の理科教諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
20084-
509162号

092-661-2728
(内線： 7102)

http://www.fwu.ac.jp

福岡女子大学
【選択】食指導に活かす栄養学
的・医学的基礎知識

食べることは生きるための基本であり、子どもの健やかな心
と身体の発達に欠かせないものである。しかしながら、栄養
素摂取の偏り、例えば朝食の欠食、小児期における肥満の
増加、女児思春期のやせの増加など、多くの課題を抱え、ま
た多様化、深刻化し、生涯にわたる健康への影響が懸念さ
れている。
本講義では栄養学・医学的視点から子どもの心身の発達と
健康の諸問題について講義する。

中村　強（国際文理学部　教授）
濱田　俊（国際文理学部　教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月5日
教諭

栄養教
諭

小学校、中学校、
高等学校に勤務
する栄養教諭、

家庭科教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
20084-
509163号

092-661-2728
(内線： 7102)

http://www.fwu.ac.jp

福岡女子大学
【選択】栄養ケアプロセスの実践
と食と健康に関する基礎知識

食と健康に関する施策や食事調査の方法について解説し、
栄養素・食品・食事パターンと抑うつや糖尿病などの生活習
慣病との関連について最近のエビデンスを紹介する。また、
栄養管理の実践のための栄養管理(ケア)プロセスによる栄
養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養診断(PES)、栄養
介入計画、栄養モニタリングと評価について解説する。

南里　明子（国際文理学部　准教授）
片桐　義範（国際文理学部　教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月6日
教諭

栄養教
諭

小学校、中学校、
高等学校に勤務
する栄養教諭、

家庭科教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
20084-
509164号

092-661-2728
(内線： 7102)

http://www.fwu.ac.jp

福岡女子大学
【選択】学校における食の安全確
保と食品の活用法

日本型食生活の特徴である米、野菜類、魚介類などの食材
に関して、その「衛生管理」や「調理」の特徴、また食品の
「おいしさ」や「機能」などについて科学的なデータを踏まえ、
分かりやすく講義する。また、食育の視点である「正しい知
識・情報に基づいて、食物の品質及び安全性等について自
ら判断できる能力を身に付ける」ための児童・生徒への食の
安全教育に関して講義する。

石川　洋哉（国際文理学部　教授）
舟木　淳子（国際文理学部　准教授）
梅木　陽子（国際文理学部　講師）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月7日
教諭

栄養教
諭

小学校、中学校、
高等学校に勤務
する栄養教諭、

家庭科教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
20084-
509165号

092-661-2728
(内線： 7102)

http://www.fwu.ac.jp

会津大学短期大
学部

【選択】幼児教育方法論①
新幼稚園教育要領に準拠した教育方法についての演習を
行う。幼児教育方法論①では、幼児教育についての音楽表
現指導法、及び環境造形表現指導法を取り上げる。

河原田　潤（幼児教育学科・教授）
葉山　亮三（幼児教育学科・講師）

福島県会津若
松市

6時間 令和2年8月18日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 55人

令和2年5月13日～
令和2年5月22日

令02-
25005-
508799号

0242-37-2301
http://www.jc.u-
aizu.ac.jp/

会津大学短期大
学部

【選択】幼児教育方法論②

新幼稚園教育要領に準拠した教育方法について講義・演習
を行う。幼児教育方法論②では、幼児教育と運動をキー
ワードに、領域「健康」及び「表現」（身体）の指導法を取り上
げる。

渡部　琢也（幼児教育学科・講師）
君野　貴弘（国際基督教大学　非常勤講師）

福島県会津若
松市

6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 30人

令和2年5月13日～
令和2年5月22日

令02-
25005-
508800号

0242-37-2301
http://www.jc.u-
aizu.ac.jp/

会津大学短期大
学部

【選択】幼児教育方法論③

新幼稚園教育要領に準拠した教育方法について講義・演習
を行う。幼児教育方法論③では、特別なニーズのある子ど
もたちへの支援方法および栄養学の最新動向を学び、それ
ぞれ指導法および食育への応用を目指す。

市川　和彦（幼児教育学科・教授）
鈴木　秀子（食物栄養学科・教授）

福島県会津若
松市

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 30人

令和2年5月13日～
令和2年5月22日

令02-
25005-
508801号

0242-37-2301
http://www.jc.u-
aizu.ac.jp/

248 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

会津大学短期大
学部

【選択】幼児教育方法論④

新幼稚園教育要領に準拠した教育方法について講義・演習
を行う。幼児教育方法論④では、幼児教育における現代的
な課題を理解するための知識を養うことを目的として「児童
福祉」を取り上げるとともに、領域「人間関係」の指導法を心
理学の観点から取り上げる。

吉田　亜矢（幼児教育学科・講師）
鈴木　勲（幼児教育学科・講師）

福島県会津若
松市

6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 30人

令和2年5月13日～
令和2年5月22日

令02-
25005-
508802号

0242-37-2301
http://www.jc.u-
aizu.ac.jp/

会津大学短期大
学部

【選択】幼児教育方法論⑤

新幼稚園教育要領に準拠した教育方法について講義・演習
を行う。幼児教育方法論⑤では、教育・保育に通底する現
代的課題を取り扱うことを念頭に、「国際理解教育」及び「教
育相談」（教育相談・支援に関連した内容）を取り上げる。

木村　淳也（幼児教育学科・准教授）
若林　達司（幼児教育学科・准教授）

福島県会津若
松市

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 30人

令和2年5月13日～
令和2年5月22日

令02-
25005-
508803号

0242-37-2301
http://www.jc.u-
aizu.ac.jp/

札幌大谷大学 【選択】プレゼンテーション

分かりやすい話し方と、伝わる表現方法を身に付けるプレゼ
ンテーション。教科指導や生徒指導など学校教育の現場は
プレゼンテーションで溢れています。プレゼンテーションの
ゴールは、相手に理解させ、納得させ、相手の行動変容を
促すことです。そのために欠かせないのが話し手のスキル
です。

丸山　宏昌（社会学部地域社会学科専任講師） 北海道札幌市 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 20人
令和2年6月30日～
令和2年7月31日

令02-
30003-
508998号

011-742-2233
https://www.sapporo-
otani.ac.jp/

札幌学院大学
【選択】マーケティングを学び、仕
事に活かす方法

マーケティングとは、どのようにしてターゲットに満足してもら
うのかという思考であり、それを実現する技術です。今回
は、マーケティングの一定知識を前提とした応用論を講習す
るのではなく、1から学ぶものとして進めていきます。マーケ
ティングが登場した歴史、買物行動に見られる消費者心理、
新しいアプローチである行動観察、「ビジネスの定義」などに
ついて取り扱い、その学びの中から日常の仕事にどう活か
すのかを考えていきます。

碓井　和弘（経営学部　教授） 北海道江別市 6時間 令和2年10月24日 教諭
高等学校教諭

（商業）
6,000円 30人

令和2年8月24日～
令和2年9月18日

令02-
30004-
507781号

011-386-8111 http://www.sgu.ac.jp/

星槎道都大学
【選択】校務に役立つExcel基礎
講座

Excelの活用方法から、校務に必要な事務作業の効率化を
習得します。校務に必要な各種データの統計処理、グラフ作
成、関数など基礎的な利用方法を解説し、学校現場におけ
る事例を用い、パソコンによる実習を行い学習します。Excel
に初めてふれる方から、日常業務で支障なくExcelを使いこ
なせるようになりたい方までを対象とします。

由水　伸（経営学部経営学科教授）
舟橋　誠（経営学部経営学科准教授）
青山　浩之（経営学部経営学科准教授）

北海道北広島
市

6時間 令和2年8月8日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校教諭及び養護

教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509569号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択】校務に役立つExcel応用
講座（マクロ編）

Excelのマクロを活用し、校務における定型的な事務作業を
自動化し効率向上を目指します。本講習ではマクロの導入
方法から解説し、様々な場面での応用的な利用方法を考
え、学校現場における事例を用いパソコンによる実習を行い
学習します。日常業務でExcelの基本操作を習得されている
方の受講をおすすめします。

由水　伸（経営学部経営学科教授）
舟橋　誠（経営学部経営学科准教授）
青山　浩之（経営学部経営学科准教授）

北海道北広島
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 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509570号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択】校務に役立つPowerPoint
基礎講座

効果的なプレゼンテーション資料や教材作成ができるよう
に，Microsoft PowerPointの基本的な操作方法を学習しま
す。講習は実際に一人一台パソコンを使用する演習形式で
行い，講習の最後には講習内で作成したスライドを担当講
師が評価します。なお，文字入力のできるパソコン初級者を
対象とします。

由水　伸（経営学部経営学科教授）
舟橋　誠（経営学部経営学科准教授）
青山　浩之（経営学部経営学科准教授）

北海道北広島
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 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509571号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学 【選択】特別支援教育講座

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

荒木　広式（社会福祉学部社会福祉学科教授）
坂上　俊樹（社会福祉学部社会福祉学科教授）
酒井　宏三（社会福祉学部社会福祉学科非常
勤講師）
髙橋　健剛（社会福祉学部社会福祉学科非常
勤講師）
藤根　収（社会福祉学部社会福祉学科教授）

北海道北広島
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

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

18,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509572号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

星槎道都大学
【選択】ベースボール型授業の指
導法

体育実技において，指導の難しさが指摘されているベース
ボール型（球技）の指導方法や授業づくりを考え，活用でき
ることを目標に講義します。また，教科指導にとらわれず，
運動の指導に関する内容を含み，種目としてソフトボールと
軟・硬式野球の指導に関する講義及び実技を行います。

米野　宏（経営学部経営学科准教授）
篠原　諒介（経営学部経営学科助教）

北海道北広島
市

6時間 令和2年8月10日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校・高等学
校（保健体育）、
特別支援学校教

諭

6,000円 25人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509573号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択】演出テクニックを学び魅せ
る映像を制作（基本編）

業務における様々な記録映像のクオリティアップを図るた
め，映像制作授業や部活動の指導の際の留意点となる映
像の撮影や編集テクニックを学ぶ。
そのために本講習では，映像の誕生から現在までの歴史を
学ぶことから始まり，映画やTV，CM，PVなど，様々なプロ作
品の鑑賞，分析までを行う。そして，アマチュア映像との決
定的な差となる演出法，構図についてを，設計図である絵コ
ンテの作成方法を通じて学ぶこととする。

北嶋　洋一（美術学部デザイン学科准教授）
北海道北広島
市

6時間 令和2年8月10日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学

校教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509574号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択】演出テクニックを学び魅せ
る映像を制作（応用編）

業務における様々な記録映像のクオリティアップを図るた
め，映像制作授業や部活動の指導の際の留意点となる映
像の撮影や編集テクニックを学ぶ。
本講習では映像制作の技術面［設計～撮影～編集～発表］
の習得を中心に，映像作品完成までの実作業を体験するこ
とになる。そして，一連の作業を通じて優れた映像を作るた
めに必要な要素とは何かを発見し，魅せることのできる映像
制作を行うための心構えと知識・技術を身につけることを目
標とする。

北嶋　洋一（美術学部デザイン学科准教授）
北海道北広島
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

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509575号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択】ペーパークラフトのテク
ニックから「飛び出す絵本」を制
作

物語と魅力的な作画により絵本というメディアは成立してい
るが，そこにペーパークラフト（紙工作）のアイディアを取り入
れて，見る者，読む者に一層の驚きを与えるのが「飛び出す
絵本」の力である。本講座では，基本的なポップアップのパ
ターンを数種類マスターした後，いずれかのパターンを1種
類応用し，自作のイラストレーションと組み合わせて作品制
作を目指す。完成作品は画用紙を用いた見開き2ページと
する。

北嶋　洋一（美術学部デザイン学科准教授）
北海道北広島
市

6時間 令和2年8月12日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校・高等学
校（美術）、特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509576号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択】間取りをつくることから住
まいを考える

間取りとは「すまいのかたち」をあらわしたものです。この講
習では，間取りを表した図の読み方から住まいの基本的な
知識を学び，受講者にそれぞれ設定した家族のための住ま
いを考えていただきます。
 受講者が現場での教授対象の生徒へ生活に必要な衣食
住のうち，「住」の大切さの基本的内容を取り扱うため教科
を特定しないものとします。

安藤　淳一（美術学部建築学科教授）
佐藤　善太郎（美術学部建築学科教授）

北海道北広島
市

6時間 令和2年8月10日 教諭
小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509577号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択】新しい学びと実践力を身
に付けるアクティブ・ラーニングの
理論と実践

学校教育においては、子どもたちの主体的・対話的で深い
学びを実現するため、知識の伝達・注入を中心とした授業か
ら、子どもたちが主体性を持って多様な人々と協力して問題
を発見し解を見い出していく授業（アクティブ・ラーニング）へ
の転換が求められています。本講習では、アクティブ・ラーニ
ングが求められる背景について理解を深めるとともに、具体
的な実践方法を模索します。

西崎　毅（社会福祉学部社会福祉学科教授）
北海道北広島
市

6時間 令和2年8月10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16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509578号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択】新しい学びと実践力を身
に付けるアクティブ・ラーニングの
理論と実践

学校教育においては、子どもたちの主体的・対話的で深い
学びを実現するため、知識の伝達・注入を中心とした授業か
ら、子どもたちが主体性を持って多様な人々と協力して問題
を発見し解を見い出していく授業（アクティブ・ラーニング）へ
の転換が求められています。本講習では、アクティブ・ラーニ
ングが求められる背景について理解を深めるとともに、具体
的な実践方法を模索します。

西崎　毅（社会福祉学部社会福祉学科教授）
北海道北広島
市

6時間 令和2年8月12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16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509579号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.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
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主な受講対象者

星槎道都大学
【選択】サッカーの指導法（コーチ
ング＆トレーニング）

サッカーの基本的なスキル獲得の為の指導法を主たる目的
としますが、FAN（楽しむ）という事の中で色々な事が獲得で
きるコーチング法、トレーニング法を考える講習会とします。

木島　敦（経営学部経営学科非常勤講師）
小助川　真木（経営学部経営学科非常勤講師）

北海道北広島
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（保健体育）、
特別支援学校教

諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509580号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択】発達障害等生きにくさが
ある子どもの理解と教育

小中高等学校等に在学している知的に遅れのない児童生
徒の中には，情緒的な不安定さや発達の歪みや偏りにより
適応障害を発生したり，学校生活で生きずらさを感じている
子供たちがいる。そのような子供たちの理解と教育的な支
援をどのように行ったらよいかについて考えてみたい。

藤根　収（社会福祉学部社会福祉学科教授）
北海道北広島
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、特別支援学
校教諭及び養護

教諭

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509581号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学 【選択】トレーニング科学

トレーニングに関わる身体の仕組み・働きについて解説し、
各種スポーツ・体力づくりに必要なトレーニングの基礎理論
を理解し、女性と運動・中高年における健康に対する構成要
素の知識を学ぶとともに障害者における運動と健康につい
ても詳しく学習する。また、トレーニングに必要な基礎的理
論・トレーニングの方法を概説し、トレーニング計画・筋力ト
レーニングの基礎・ストレッチングや体力テストの活用につ
いても学ぶ。

篠原　諒介（経営学部経営学科助教）
北海道北広島
市

6時間 令和2年8月12日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校・高等学
校（保健体育）、
特別支援学校教

諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509582号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択】校務に役立つExcel応用
講座（マクロ編）

Excelのマクロを活用し、校務における定型的な事務作業を
自動化し効率向上を目指します。本講習ではマクロの導入
方法から解説し、様々な場面での応用的な利用方法を考
え、学校現場における事例を用いパソコンによる実習を行い
学習します。日常業務でExcelの基本操作を習得されている
方の受講をおすすめします。

由水　伸（経営学部経営学科教授）
舟橋　誠（経営学部経営学科准教授）
青山　浩之（経営学部経営学科准教授）

北海道北広島
市

6時間 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、特別支援学
校教諭及び養護

教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509583号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択】校務に役立つExcel基礎
講座

Excelの活用方法から、校務に必要な事務作業の効率化を
習得します。校務に必要な各種データの統計処理、グラフ作
成、関数など基礎的な利用方法を解説し、学校現場におけ
る事例を用い、パソコンによる実習を行い学習します。Excel
に初めてふれる方から、日常業務で支障なくExcelを使いこ
なせるようになりたい方までを対象とします。

由水　伸（経営学部経営学科教授）
舟橋　誠（経営学部経営学科准教授）
青山　浩之（経営学部経営学科准教授）

北海道北広島
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、特別支援学
校教諭及び養護

教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月26日

令02-
30009-
509584号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

藤女子大学
【選択】イギリス文学における他
者のすがた

　他者理解が喫緊の課題となっている現代において、その
必要性はもとより、本講習では特にその難しさについて考え
てみたい。イギリス文学の主要作品を取り上げ、そこでは共
感に基づく「いいね」を押すことをためらわせるような受け入
れがたい「他者」はどのような姿を持つものとして描かれて
いるか、そしてそのような相手との共生の可能性の有無に
ついて考察していく。

大桃　陶子（文学部准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校・高等学
校教諭（外国語）

6,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月26日

令02-
30013-
506831号

011-736-5736
http://www.fujijoshi.ac.j
p

藤女子大学
【選択】対話的で深い英語の学び
へ

　近年、インタラクティブな英語の授業に対する要望が多く、
「主体的で対話的な」教育を標榜することが一般的になって
います。学習者が、主体的に自らの学びに責任を持ち参加
すれば、自ずと学習は深く、また効果的になることが分かっ
ています。特に協働、認知的参画、そして認知言語学の視
点を利用し、深い学びの鍵となる要素や学びの大きい授業
のヒントを分かち合いたいと考えています。

工藤　雅之（文学部教授）
高橋　博（人間生活学部教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校・高等学
校教諭（外国語）

6,000円 20人
令和2年4月20日～
令和2年5月26日

令02-
30013-
506832号

011-736-5736
http://www.fujijoshi.ac.j
p

藤女子大学
【選択】「古代文学と中国文化」と
「いま『平家物語』をどう読むの
か」

　講義の前半では、奈良時代及び平安時代の文学における
中国文化の影響についてお話します。特に、「令和」の出典
となった梅花宴の序と漢籍との関係や、漢詩の政治性や白
居易の日本への影響についてお話しします。後半では、中
世期における軍記物語を取り上げます。特に覚一本『平家
物語』を中心に今どのように読めるのか、また汲み取るべき
文学性とは何かを考えてみたいと思います。

水口　幹記（文学部准教授）
平田　英夫（文学部教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校教諭（国

語）、高等学校教
諭（国語・書道）

6,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月26日

令02-
30013-
506833号

011-736-5736
http://www.fujijoshi.ac.j
p
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藤女子大学 【選択】戦国・織豊期の日本社会

　本講習は、日本の中世から近世への移行期である、戦国
時代～織田・豊臣政権期を取り扱うものである。この時期は
室町時代と江戸時代の間であり、たとえば山川出版社『詳
説日本史B』では戦国期を中世、織豊期（安土・桃山時代）を
近世として取り扱っている。この講習では、教科書で扱われ
ているような、この時期を代表するいくつかの政治的・社会
的事象を検討しながら、この時代区分の問題を考える。

平井　上総（文学部准教授） 北海道札幌市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校教諭（社

会）、高等学校教
諭（地理・歴史）

6,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月26日

令02-
30013-
506834号

011-736-5736
http://www.fujijoshi.ac.j
p

藤女子大学 【選択】住まいの機能性と快適性

　家庭科における住生活の領域では、住まいの機能性や快
適性について学び、よりよい住生活を創造する力を育むこと
が求められています。そこで本講座では、生活行為がしや
すい動線やコミュニケーションが円滑にとれる間取り、人が
生活しやすい家具の配置等に視点を置き、講義形式の基礎
的学習と3D住宅デザインソフトを用いた住宅づくりを行い学
びます。

田中　宏実（人間生活学部教授） 北海道石狩市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校・高等学
校教諭（家庭科）

6,600円 20人
令和2年4月20日～
令和2年5月26日

令02-
30013-
506835号

011-736-5736
http://www.fujijoshi.ac.j
p

藤女子大学
【選択】次世代の健康のための栄
養学：DOHaD（ドーハッド）理論の
普及を目指して

　DOHaD (ドーハッド)理論は、妊娠前、妊娠中、幼児期の栄
養を含めた環境が、ヒトの一生の健康や疾患発症に重要な
役割を果たすという理論です。これは父親の栄養状態も同
様です。次世代を担う小学生や中学生がDOHaD理論を学
習することは、学校における栄養教育でとくに重要なことで
す。食教育の中心たる栄養教諭はもちろん、養護教諭や特
別活動（学級会、HR）などで指導を行う小学校・中学校教諭
に受講してもらいたいです。

小山田　正人（人間生活学部教授） 北海道石狩市 6時間 令和2年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、小学校教
諭、中学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月26日

令02-
30013-
506836号

011-736-5736
http://www.fujijoshi.ac.j
p

北海道科学大学
【選択】機械工学教育の最新動
向について

本講習会では現在大学で実施されている機械工学教育の
最新事例について紹介する。具体的には表計算ソフトや力
学解析ソフトを用いた力学問題の視覚的理解及び簡単な設
計問題解法を体験するとともに、次世代ものづくり・設計技
術、ものづくりで必要不可欠な省エネルギー技術や環境負
荷の低い自然エネルギー利用技術などを紹介する。

太田　佳樹（工学部教授）
大竹　秀雄（工学部教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月6日 教諭
高等学校教諭

（工業・主に機械）
6,000円 10人

令和2年5月7日～
令和2年6月12日

令02-
30019-
507252号

011-688-2378 https://www.hus.ac.jp/

北海道科学大学
【選択】電気電子系実験・実習の
ための回路シミュレータとマイコ
ン活用法

本講前半ではグラフィカルユーザーインターフェースを持つ
シミュレータを用いて、簡単な電気・電子回路シミュレーショ
ンを実践的に体験し、実際にブレッドボード上で組んだ回路
との比較検討を行う。後半はScratchやmicro:bitの基礎か
ら、センサー等と組み合わせたプログラミング教育への応用
までを学ぶ。前後半を通して工業・理科・技術などの実習・
実験授業の効果的実施に活用できる内容を紹介する。

木村　尚仁（工学部教授）
一戸　善弘（工学部講師）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月6日 教諭

高等学校教諭
（工業）、中学校
教諭（理科・技

術）

6,000円 15人
令和2年5月7日～
令和2年6月12日

令02-
30019-
507253号

011-688-2378 https://www.hus.ac.jp/

北海道科学大学
【選択】建築計画・構造・環境学
の現在について

モダン、ポストモダン、それ以降現代までに至る経緯を振り
返りながら、建築計画・意匠計画の最前線の理論と様々な
実践例を学ぶ。また、阪神大震災や東日本大震災の被害原
因について解説し、最近行われている耐震診断、耐震補強
について学ぶ。さらに、超高性能外皮技術・自然エネルギー
利用技術・高効率な設備技術を融合させた建築環境学の最
先端の研究について学ぶ。以上を本講習の目的とする。

川人　洋志（工学部教授）
前田　憲太郎（工学部准教授）
魚住　昌広（工学部准教授）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月6日 教諭
高等学校教諭

（工業・主に建築）
6,000円 40人

令和2年5月7日～
令和2年6月12日

令02-
30019-
507254号

011-688-2378 https://www.hus.ac.jp/

北海道科学大学 【選択】都市環境科目講習

地球環境問題の深刻化や社会経済状況の急速な変化等の
問題に直面している中で、社会が必要としている土木技術
や環境との調和を目指す新しい技術、及びその考え方につ
いて講義を行う。例えば、大規模地震津波に対する防災・減
災技術、急速な高齢化と人口減少が進む地域の交通を確
保するために必要な交通計画の評価方法、都市域における
好ましい水循環システム構築の取り組み等について、講義
や実験を交えながら学ぶ。

山本　泰司（工学部教授）
井田　直人（工学部准教授）
木内　伸洋（工学部助教）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月6日 教諭
高等学校教諭

（工業・主に土木）
6,000円 40人

令和2年5月7日～
令和2年6月12日

令02-
30019-
507255号

011-688-2378 https://www.hus.ac.jp/
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対象職

種
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酪農学園大学

【選択】食料自給率向上のために
①食料自給率向上のための北海
道農業の役割②ＤＮＡを見てみよ
う

①自給率向上のためには、生産面の取組だけではなく、消
費面での「食育」の推進が不可欠である。生産者と消費者
の連携強化による「食育」への具体的な取組事例を紹介し、
「食育」を推進するためにはどのような方策が必要かを検討
する。
②最近ＤＮＡという言葉をよく耳にするが、ＤＮＡを見る機会
は少ない。そこで、実際にブロッコリーからＤＮＡを抽出し、そ
れを見てもらい、ＤＮＡの働きについての理解を深める。

相原　晴伴（農食環境学群　循環農学類　教
授）
我妻　尚広（農食環境学群　循環農学類　教
授）

北海道江別市 6時間 令和2年7月29日
教諭

栄養教
諭

小・中・高等学校
教諭（主として理
科・農業）、栄養

教諭

7,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月15日

令02-
30023-
508287号

011-388-4125
https://www.rakuno.ac.j
p

酪農学園大学 【選択】食品が食卓に届くまで

本講習では「食品が食卓に届くまで」と題し、農産物の品質
保持と流通を中心に座学と実験を行います。午前の部で
は、「農産物のブランディング」について様々な事例を踏まえ
座学を行います。午後の部では「生乳の品質検査」に関する
実験を行います。

長村　知幸（農食環境学群　食と健康学類　講
師）
栃原　孝志（農食環境学群　食と健康学類　講
師）

北海道江別市 6時間 令和2年7月30日
教諭

栄養教
諭

小・中・高等学校
教諭（主として理
科・農業）、栄養

教諭

7,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月15日

令02-
30023-
508288号

011-388-4125
https://www.rakuno.ac.j
p

酪農学園大学

【選択】環境問題について考える
①騒音の話②気象災害から児
童・生徒を守る③ＳＤＧｓ、わたし
たちにできること

①騒音問題について、「音と耳の基本的な性質」「騒音の量
的表現と測定」「騒音に関する法的な規制・基準」を中心に
解説する。
②学校内外を問わず気象災害から子供たちを守ることを念
頭に置き、気象災害の背景や注意事項、対策を中心に展開
する。
③持続可能な開発目標について、わたしたちにできることを
地球環境や気象変動に配慮しながら、ワークショップによっ
て考えていく。

高取　則彦（農食環境学群　環境共生学類　教
授）
馬場　賢治（農食環境学群　環境共生学類　准
教授）
押谷　一（農食環境学群　環境共生学類　教
授）

北海道江別市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小・中・高等学校
教諭（主として理

科・農業）
6,000円 40人

令和2年5月7日～
令和2年5月15日

令02-
30023-
508289号

011-388-4125
https://www.rakuno.ac.j
p

稚内北星学園大
学

【選択】プログラミングを始めよう

プログラミングを学ぶことは職業選択の幅を広げるだけでな
く、命令を組み合わせ順序立てて論理的に考えていく「プロ
グラミング的思考」を身につけることにつながります。この能
力は、思考力・判断力・表現力を必要とし、現実世界のさま
ざまな場面でも役立つでしょう。本講座では、プログラミング
教育の概観を学んだ後、児童生徒も操作できる複数のツー
ルや言語を実習形式で経験することで、プログラミング教育
への活用を考えます。

佐賀　孝博（情報メディア学部教授） 北海道稚内市 6時間 令和2年8月3日
教諭

養護教
諭

全教諭 養護教諭 6,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年7月10日

令02-
30024-
509196号

0162-32-7511
(内線： 601)

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

稚内北星学園大
学

【選択】北海道だからこそできる
「カーリング」を活用した授業展開
～教材としての「カーリング」の未
知なる可能性

2020年、我が国のスポーツに対する関心は、かつてない高
まりを見せています。そこで本講習は、北海道で盛んな
「カーリング」を中心に「主体的・対話的で深い学び」の展開
を考えます。カーリングは、児童・生徒の運動嫌い、身体活
動量不足の解決に寄与するとともに、豊かな情操、健康な
身体を育むことが期待されます。さらにチームメイト4名で、
作戦を立て、実行し、検証しながら思考力・判断力の向上に
も寄与することができます。同時にカーリングには理科や、
数学の知識、法則を応用することができます。こうした多面
的な視角から、児童・生徒へのカーリングを用いた授業展開
を考えていきたいと思います。

侘美　俊輔（情報メディア学部准教授） 北海道稚内市 6時間 令和2年8月4日 教諭

小学校、中学校・
高等学校(理科・

数学・保健体
育)、特別支援学

校教諭

6,000円 32人
令和2年4月16日～
令和2年7月10日

令02-
30024-
509197号

0162-32-7511
(内線： 601)

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

稚内北星学園大
学

【選択】一人ひとりが生き生きでき
る学級づくり

最近の子どもの実態として、コミュニケーション能力の不足
や人間関係力のひ弱さ等により、孤立化する子ども・人とつ
ながることが苦手な子どもが増えています。学校は社会の
縮図であり子どもの実態が映し出される場です。集団づくり
の理論と実践を学習する中から、個の特性を活かした（発達
の段階に応じた）学級づくりを考えます。

但田　勝義（情報メディア学部教授） 北海道稚内市 6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

全教諭 養護教諭 6,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年7月10日

令02-
30024-
509198号

0162-32-7511
(内線： 601)

http://www.wakhok.ac.j
p/
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仙台大学
【選択】「わかる・できる」指導とス
ポーツ運動学

教師・指導者が「運動を教える」とはどのようなことなのか。
コツ・カン指導の中核となる「発生指導力」の成り立ちについ
て今日のスポーツ運動学理論を用いて解説し、自得任せの
指導方法との比較・検討から問題点を探っていく。その際に
不可欠となる代行分析力について実際の運動学習体験を
通して解説していく。

川口　鉄二（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年10月18日 教諭
小学校教諭、中
学・高等学校保
健体育科教諭

6,500円 21人
令和2年7月16日～

令和2年8月5日

令02-
30040-
506782号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】子どものこころとからだを
育む運動遊び

幼児教育の現状と課題、改善の方向性としてあげられてい
る①幼児の、運動能力の低下、集団とのかかわりの中で自
己発揮する力不足や、さまざまな体験・経験不足。②発達や
学びの連続性を確保する観点から、乳幼児教育の具体的な
連携方策、教育課程の改善を図る必要性。等、これらのこと
をふまえた「運動あそび」の保育理論と保育実践を融合さ
せ、より具体的事例を挙げながら講義と実技を展開し実施
する。

原田　健次（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年6月27日 教諭 幼稚園教諭 6,500円 40人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506783号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】子どものこころとからだを
育む運動遊び

幼児教育の現状と課題、改善の方向性としてあげられてい
る①幼児の、運動能力の低下、集団とのかかわりの中で自
己発揮する力不足や、さまざまな体験・経験不足。②発達や
学びの連続性を確保する観点から、乳幼児教育の具体的な
連携方策、教育課程の改善を図る必要性。等、これらのこと
をふまえた「運動あそび」の保育理論と保育実践を融合さ
せ、より具体的事例を挙げながら講義と実技を展開し実施
する。

原田　健次（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年11月29日 教諭 幼稚園教諭 6,500円 40人
令和2年7月16日～

令和2年8月5日

令02-
30040-
506784号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】コミュニケーションスキル
アップのためのワークショップ

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

粟木　一博（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年6月28日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学
校、中等教育学
校、義務教育学
校、特別支援学
校の教諭および

養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506785号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】サッカー指導

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

黒澤　尚（講師）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年6月20日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,500円 20人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506786号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】スポーツバイオメカニクス

走・跳・投をはじめ、スポーツにおける各種運動動作をバイ
オメカニクス的観点から解説する。具体的には、各種運動動
作の成り立ちやその力学的メカニズムについて考え、合理
的な技術指導やトレーニング方法を論述する。
受講に当たり、特定のテキストを購入する必要はないが、ス
ポーツバイオメカニクスを限られた時間で効果的に学ぶた
めに、スポーツバイオメカニクスの基礎事項について事前に
学習しておくことが望ましい。このための専門書として「ス
ポーツバイオメカニクス」（化学同人）を推薦する。

宮西　智久（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年6月6日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,000円 15人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506787号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】ダンスの指導
創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実
技指導を教授します。ダンスの具体例や指導の仕方を実践
し、問題点や改善点などを考えていく。

山梨　雅枝（講師）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年9月21日 教諭
小学校教諭、中
学・高等学校保
健体育科教諭

6,500円 15人
令和2年7月16日～

令和2年8月5日

令02-
30040-
506788号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/
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仙台大学 【選択】トレーニングデザイン

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

鈴木　省三（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年8月29日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,500円 15人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506789号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】トレーニング効果を高める
栄養学の実践

運動・トレーニングの効果を高めるためには、適切な食事に
よるバランスの取れた栄養素摂取が不可欠である。なぜ、ト
レーニングの効果を高めるためには栄養が重要なのか、栄
養生理学・運動栄養学の観点から講義する。部活等におけ
るスポーツ栄養指導に役立てるのみならず、学校の児童生
徒全般における成長期のあるべき食生活・栄養状態につい
ても講義する。
本講習は栄養教諭向けの内容ではありません。

早川　公康（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年7月25日
教諭

養護教
諭

小、中・高等学
校、中等教育学
校、義務教育学
校、特別支援学
校の教諭および

養護教諭

6,000円 25人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506790号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】バスケットボールの指導

バスケットボールの基本技術の確認と応用技術への展開を
児童・生徒の指導を対象とした内容中心にオフェンス及び、
ディフェンスの関係を考慮に入れ段階的に進めていく。ま
た、講義形式も取り入れた形で行う予定である。講義の内
容は,バスケットボールの歴史やルールに触れながら授業を
進める。

山田　恵子（助教）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年7月5日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,500円 30人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506791号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】リハビリテーション論

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

笠原　岳人（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年9月27日
教諭

養護教
諭

中学・高等学校
保健体育科教諭
および養護教諭

6,000円 10人
令和2年7月16日～

令和2年8月5日

令02-
30040-
506792号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】応急手当

本講習では、講義後に実習をおこない、現場で直ぐに使え
る処置方法を学びます。
AEDは、実際に使用する場面の紹介、不整脈の種類、パッ
ドの貼る位置と理由などを理解後、訓練用ＡＥＤを使用した
心肺蘇生法をおこないます。
スポーツ外傷は、外傷の種類、止血方法、固定方法を学ん
だ後に、簡単な処置方法の実習をします。

橋本　実（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年6月13日
教諭

養護教
諭

中学・高等学校
保健体育科教諭
および養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506793号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】器械運動の技術と指導法

 器械運動という種目の特性の理解とともに技の構造を確認
し,マットと跳び箱を中心に実技講習を通して技の指導方法
について考えていく。また、準備運動・予備運動として大切
な運動アナロゴンや補助法についても実際の経験を踏まえ
ながら解説する。

川口　鉄二（教授）
鈴木　良太（講師）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年10月4日 教諭
小学校教諭、中
学・高等学校保
健体育科教諭

6,500円 20人
令和2年7月16日～

令和2年8月5日

令02-
30040-
506794号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】生涯スポーツを視野に入
れた体育指導

本講義は体育の指導法についての学び直し、新しい知見の
提供をねらいとしています。①保健体育の指導はいかに有
るべきか、また生涯スポーツにどう結びつけていくか　②そ
のための望ましい体育授業を考えてみる　③体罰・暴力は
なぜいけないのだろうか？、④スポーツとの上手な付き合い
方とは？、などをテーマに講義を進めます。特に本講義で
は、中学生・高校生を対象とした体育理論や保健の授業の
際にも取り扱えるような、体育・スポーツに関するトピックス
も提供していきたいと考えています。

郡山　孝幸（教授）
入澤　裕樹（講師）
川戸　湧也（助教）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年7月18日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,000円 15人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506795号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/
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仙台大学 【選択】緊急時対応

　一次救命処置（心肺蘇生法・窒息解除等）を講義、演習形
式で実施致します。
　教育の実践現場で児童・生徒に万が一、必要になった際、
あるいは、授業等で活用できる内容も盛り込んで実施致しま
す。
　なお、演習では蘇生人形のレサシアンを使って4人1グ
ループに分かれて実施することを想定しております。したが
いまして、受講される先生方にはご負担がかかるかもしれま
せんがそれを理解した上でご参加頂けたら幸いです。

福田　伸雄（助教）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年5月31日
教諭

養護教
諭

中学・高等学校
保健体育科教
諭、養護教諭

6,500円 20人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506796号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】剣道の指導

日本の伝統文化としての武道について概説し、学校体育に
おける武道の変遷や剣道の学習内容について捉えていき
たい。実技では、基本動作の習得から基本打突の面打ちに
至るまでの指導内容について取り上げていきたい。

齋藤　浩二（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年10月24日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,500円 10人
令和2年7月16日～

令和2年8月5日

令02-
30040-
506797号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】子ども理解と保育実践

保育実践の中の子どもの姿を振り返り、その子の物語を読
み解きながら、子どもを理解する手がかりを探っていきま
す。また、保育実践と子ども理解について、日々の保育や参
考文献の事例をもとに検討していきます。

大宮　勇雄（教授）
柴田　千賀子（准教授）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年6月14日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506798号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】柔道の指導（応用）

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

南條　充寿（教授）
川戸　湧也（助教）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年12月6日 教諭

中学・高等学校
保健体育科教

諭、講道館柔道2
段以上（厳守)

6,500円 10人
令和2年7月16日～

令和2年8月5日

令02-
30040-
506799号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】柔道の指導（導入と基礎）

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

川戸　湧也（助教）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年11月15日 教諭

中学・高等学校
保健体育科教

諭、講道館柔道
初段以下の方

（厳守)

6,500円 20人
令和2年7月16日～

令和2年8月5日

令02-
30040-
506800号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】福祉用具の活用と身近な
介護

高等学校学習指導要領解説（第2節保健）「（２）生涯を通じ
る健康」－「（ウ）加齢と健康」には、「機能障害及び社会復
帰を図るためのリハビリテーション・・・」があります。
その内容を踏まえ、高齢者や要介護者の心身の状況や場
面に応じた福祉用具の活用と介護方法について教授しま
す。実際に演習を通し、要介護者の身体的・心理的状況の
理解と介護者として配慮すべき点、介護方法や周囲の環境
による要介護者の健康への影響などについても考えていき
ます。この内容は、中学校指導要領解説<保健分野>にも活
かせる内容と考えます。

後藤　満枝（准教授）
福田　伸雄（講師）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年10月17日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,000円 16人
令和2年7月16日～

令和2年8月5日

令02-
30040-
506801号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】人間理解の心理学

生徒及び保護者、教員間の意志の疎通を図るためには、他
者を理解することと同時に自分をも理解していないとうまくい
かないことが多い。例えば一つの現象にあっても同様の見
方であるとは限らず、そのズレ感がトラブルの原因となるこ
とが多いからである。
本講習では、自己洞察を深めることを通して他者の理解に
迫る。

菊地　直子（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年7月4日
教諭

養護教
諭

小学校、中学校、
高等学校教諭お
よび養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506802号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/
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種
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仙台大学 【選択】人間理解の心理学

生徒及び保護者、教員間の意志の疎通を図るためには、他
者を理解することと同時に自分をも理解していないとうまくい
かないことが多い。例えば一つの現象にあっても同様の見
方であるとは限らず、そのズレ感がトラブルの原因となるこ
とが多いからである。
本講習では、自己洞察を深めることを通して他者の理解に
迫る。

菊地　直子（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年9月12日
教諭

養護教
諭

小学校、中学校、
高等学校教諭お
よび養護教諭

6,000円 30人
令和2年7月16日～

令和2年8月5日

令02-
30040-
506803号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】幼児理解に基づいた保育
実践の評価

「幼稚園教育において育みたい資質・能力」や「幼児期の終
わりまでに育って欲しい姿」に触れながら、日頃の保育実践
からどのような評価の観点で幼児を見つめていったらいい
のか、幼児理解に基づいた評価の考え方とは何なのかにつ
いて、考えていく。

佐々木　和（講師）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年7月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506804号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】幼児理解に基づいた保育
実践の評価

「幼稚園教育において育みたい資質・能力」や「幼児期の終
わりまでに育って欲しい姿」に触れながら、日頃の保育実践
からどのような評価の観点で幼児を見つめていったらいい
のか、幼児理解に基づいた評価の考え方とは何なのかにつ
いて、考えていく。

佐々木　和（講師）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年12月12日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年7月16日～

令和2年8月5日

令02-
30040-
506805号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】体つくり運動とダンス

保健体育の体つくり運動とダンスを取り上げて、実技を中心
に講習を行う。体つくりでは、体ほぐしの運動と体の動きを
高める運動の中心に実施する。ダンスでは、創作ダンス、現
代的なリズムのダンス、フォークダンスを実施する。また、ダ
ンスでは、映像資料を用いてダンスの歴史についても取り
上げる。

溝口　絵里加（講師）
山梨　雅枝（講師）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和2年6月7日 教諭
小学校教諭、中
学・高等学校保
健体育科教諭

6,500円 20人
令和2年4月20日～

令和2年5月8日

令02-
30040-
506806号

0224-55-1307
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

東北工業大学 【選択】インターネットの通信技術

現在、インターネットは我々の生活を支える不可欠な情報イ
ンフラとなっている。本講習では、インターネットの基礎とな
る要素技術、通信の仕組みについて講義し、ネットワークの
利便性と対をなすセキュリティの問題についても考える。ス
クーリングでは、本学の実験設備を活用し実際の機器を
使った演習を交え、実践的な理解を目指す。※令和2年7月
6日～令和2年8月5日迄にインターネット4時間、令和2年8月
6日にスクーリング1時間及び試験1時間実施

角田　裕（工学部准教授）
野口　一博（工学部教授）
松田　勝敬（工学部准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月6日 教諭
高等学校教諭
（工業・情報）

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年6月28日

令02-
30043-
506953号

022-305-3700
http://www.tohtech.ac.j
p/

東北工業大学 【選択】最新建築学

建築学にかかわる以下の３つの分野から、最新のトピックや
考え方を紹介・解説する。①建築設計分野：木材を活用した
建築デザインについて、②建築環境分野：ZEB・ZEHに関す
る話題と良好な建築環境の設計・運営に必要な環境と人と
の関連について、③建築構造分野：建築×ＩＣＴから生み出
す新しい融合技術について、それぞれ最新の技術や考え方
などについて講義する。※令和2年7月6日～令和2年8月5日
迄にインターネット3時間、令和2年8月6日にスクーリング2時
間及び試験1時間実施

福屋　粧子（工学部准教授）
大石　洋之（工学部講師）
曹　淼（工学部講師）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月6日 教諭
高等学校教諭

（工業）
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年6月28日

令02-
30043-
506954号

022-305-3700
http://www.tohtech.ac.j
p/

東北工業大学
【選択】環境化学計測と地球に優
しい化学プロセスを考える

持続可能な社会づくりのために、地球環境問題とその対応
技術について化学的・工学的な視点で考える。まずは、地球
環境の成り立ち、温暖化問題とエネルギー利用、化学物質
の循環に伴う汚染やその調査･分析方法について講義す
る。つぎに、汚染物質に対する環境保全技術、二酸化炭素
貯蔵と発電技術の高効率化など地球に優しい化学プロセス
などついて講義する。※令和2年7月6日～令和2年8月6日
迄にインターネット4時間、令和2年8月7日にスクーリング1時
間及び試験1時間実施

山田　一裕（工学部教授）
佐藤　善之（工学部教授）
多田　美香（共通教育センター准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月7日 教諭
高等学校教諭
（工業・化学）

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月28日

令02-
30043-
506955号

022-305-3700
http://www.tohtech.ac.j
p/
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東北工業大学
【選択】3DCGを用いたデザイン制
作プロセス

昨今ではデジタル的に制作されたビジュアルデザイン要素
を、様々な形式（印刷物や映像、3Dプリンタなど）でアウト
プットすることが求められている。こうした状況の中で、
3DCGを用いた制作ワークフローは外すことができないと言
える。3DCGならではの表現と制約を考慮しながら、どのよう
な表現が適切か考える必要がある。当講習では、3DCGを
用いたデザイン制作プロセスの理解を目標とする。※令和2
年7月6日～令和2年8月6日迄にインターネット1時間、令和2
年8月7日にスクーリング4時間及び試験1時間実施

篠原　良太（ライフデザイン学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月7日 教諭
高等学校教諭

（工業）
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年6月28日

令02-
30043-
506956号

022-305-3700
http://www.tohtech.ac.j
p/

東北工業大学
【選択】問題解決のための政治哲
学

権力という強制力を用い、人々を拘束する集合的決定を下
すことが「政治」である。政治は国家だけでなく、地域にも、
学校にも、友人関係にも存在する。政治の考え方を煮詰め
たものが政治哲学である。本講習では、功利主義、リベラリ
ズム、共同体主義、コスモポリタ二ズムなどの現代政治哲
学の諸潮流についてサーヴェイする。スクーリングでは事例
に基づき受講者とのディスカッションを行う。※令和2年7月6
日～令和2年8月7日迄にインターネット3時間、令和2年8月8
日にスクーリング2時間及び試験1時間実施

片山　文雄（教職課程センター准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月8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16日～
令和2年6月28日

令02-
30043-
506957号

022-305-3700
http://www.tohtech.ac.j
p/

東北生活文化大
学

【選択】食生活・健康・環境に関す
る現状と課題

　現在の日本における食生活、健康、環境に関する現状と
課題について、中学・高校の家庭科で扱う内容に関連する
分野を扱う。講義では、食生活（朝食欠食、孤食、共食な
ど）、健康（メタボリックシンドローム、ロコモティブシンドロー
ムなど）、環境（食品ロス、持続可能な開発目標など）に関す
る最新情報を交えた内容を解説する。演習では、講義で
扱った内容をもとに、課題や対策について考え、発表を通じ
て情報共有を行う。

栗山　孝雄（家政学部家政学科教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校、高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和2年5月11日～
令和2年6月30日

令02-
30044-
507229号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】衣生活における伝統文化
と環境配慮

　新中学校学習指導要領では、「衣食住の生活」の内容に
おいて、日本の伝統的な生活についても扱い、生活文化を
継承する大切さに気づかせるよう配慮することが求められて
いる。また、「消費生活・環境」の内容では、衣食住の学習と
の連携を図ることも求められている。そこで本講習では、衣
生活における地域の伝統文化と環境に関わる内容を取り上
げ、実習を交えながら理解を深めていただくことを目指す。

川又　勝子（家政学部家政学科准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月9日 教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭
（小学校教諭も

可）

6,000円 10人
令和2年5月11日～
令和2年6月30日

令02-
30044-
507230号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】美術教育における彫刻表
現（１）

　彫刻表現のレリーフを取り上げます。人体を観察しながら
空間、面、量感、素材感等彫刻表現で中心となる要素につ
いて研究、実技を行ないます。モデルを観察してレリーフに
よる塑造の制作を行います。

佐藤　淳一（美術学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校、高等学
校美術教諭向け

6,000円 10人
令和2年5月11日～
令和2年6月30日

令02-
30044-
507231号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】美術教育における彫刻表
現（２）

　彫刻表現のレリーフを取り上げます。人体を観察しながら
空間、面、量感、素材感等彫刻表現で中心となる要素につ
いて研究、実技を行ないます。石膏取りの説明、実技、着
色、講評を行ない石膏の使い方等指導します。

佐藤　淳一（美術学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月9日 教諭
中学校、高等学
校美術教諭向け

6,000円 10人
令和2年5月11日～
令和2年6月30日

令02-
30044-
507232号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】「造形」と「ことば」を中心
にした幼小連携

午前の講座は、「造形遊び」を体験する演習を行います。さ
らに、講義では、同じ授業を幼児や大学生に対して行った記
録を見ていただき、保育内容（表現）における造形と小学校
図画工作科における造形遊びの関連およびその意義につ
いて考えます。
午後の講座は、園での「ことば」と小学校「国語」について、
その違いと連携の在り方について講義します。演習では、
「言葉遊び」を取り入れながら「子どもとことば」に関する絵本
を読み、実践のアイディアを情報交換します。

横山　美喜子（東北生活文化大学短期大学部
生活文化学科教授）
佐藤　深雪（東北生活文化大学短期大学部　生
活文化学科准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月8日 教諭
幼稚園、小学校

教諭
6,000円 25人

令和2年5月11日～
令和2年6月30日

令02-
30044-
507233号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp
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東北生活文化大
学

【選択】音楽指導のためのピアノ
演奏法

　学校現場での音楽表現活動及び音楽科授業における，ピ
アノ演奏を通した指導技術向上を目的とする講習です。子ど
ものうたや歌唱教材等のピアノ伴奏のための豊かな表現
力，ピアノ独奏作品のより良い演奏技術を身につけることを
目指します。講習では，受講者が準備してきた演奏に対して
個別，グループでの実技指導を行い，ピアノ演奏を通した総
合的な音楽表現力向上をねらいとします。

佐藤　和貴（短期大学部生活文化学科講師） 宮城県仙台市 6時間 令和2年8月9日 教諭
幼稚園、小学校・
中学校・高等学
校（音楽科）教諭

6,000円 10人
令和2年5月11日～
令和2年6月30日

令02-
30044-
507234号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】幼児、児童、生徒の理解
と援助

　午前は、教育・保育現場で行われるインクルーシブ教育・
保育や合理的配慮についての基本的な考え方及び子ども
の障がい（主に知的障がい・発達障がい）の特徴とその援
助・支援について概説します。
　午後は、カウンセリングの基礎として、児童・生徒、保護者
の良き理解者となるために、「悩み」や「不安」を理解するた
めの良き“聴き方”について、来談者中心療法の理論とその
具体的な実践方法について学びます。

宮前　理（家政学部教授）
三浦　主博（短期大学部教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月10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5月11日～
令和2年6月30日

令02-
30044-
507235号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北文教大学
【選択】子どもの発達と保育の表
現技術

子どもの発達をあらためて捉え直し、幼児教育について共
に考えていく。発達心理学の立場から子どもの発達を捉え、
子どもの力を引き出すための音楽・体育の教育技術等を講
習する。受講生それぞれの現場経験等も生かし、共に考え
再確認する。

福田　真一（人間科学部准教授）
那須　一彦（東北文教大学短期大学部　子ども
学科教授）
石井　裕明（人間科学部准教授）

山形県山形市 6時間 令和2年8月22日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 180人

令和2年4月22日～
令和2年5月29日

令02-
30054-
509093号

023-688-2717
http://www.t-
bunkyo.ac.jp

東北文教大学 【選択】児童文化と子どもの表現

児童文化教材を基にした子どもの表現活動について考え、
絵本などの児童文化教材を捉え直し、現場での実践に即し
た教育活動ができるよう、教材化に向けた講習を行う。受講
生それぞれの現場経験等も生かし、共に考え再確認する。

宮下　通（東北文教大学短期大学部　子ども学
科講師）
川越　ゆり（東北文教大学短期大学部　子ども
学科教授）
横沢　文恵（東北文教大学短期大学部　子ども
学科講師）

山形県山形市 6時間 令和2年8月23日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 180人

令和2年4月22日～
令和2年5月29日

令02-
30054-
509094号

023-688-2717
http://www.t-
bunkyo.ac.jp

東北文教大学 【選択】子どもの遊び

子どもの遊びを発達の視点から捉え直し、子どもの自発的
活動としての遊びやさまざまな体験について考え、子どもの
主体的な活動を促す関わり方、教材化について講習する。
受講生それぞれの現場体験も生かし、共に考え再確認す
る。

奥山　優佳（東北文教大学短期大学部　子ども
学科教授）
阿部　弘生（東北文教大学短期大学部　子ども
学科講師）
佐東　治（東北文教大学短期大学部　子ども学
科教授）

山形県山形市 6時間 令和2年8月30日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 180人

令和2年4月22日～
令和2年5月29日

令02-
30054-
509095号

023-688-2717
http://www.t-
bunkyo.ac.jp

茨城キリスト教大
学

【選択】学校給食を活用した食育
の実践

栄養教諭制度の創設により児童生徒に対する食教育が制
度化され、学校給食の管理とともに、学校給食を活用した食
に関する実践的指導が求められています。本講習では、「学
校給食を活用した食品の機能成分の指導」「学校給食を活
用した栄養指導」「学校給食における栄養管理と疾病予
防ー食物アレルギー対応も含めてー」の3テーマについての
理解を深め、技能を身につけることを目標としています。

井川　聡子（生活科学部教授）
石川　祐一（生活科学部教授）
目黒　周作（生活科学部助教）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月10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・中等
教育学校教諭・
養護教諭・栄養

教諭

6,000円 50人
令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507748号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】幼児・児童に対する英語
教育

幼児や児童に対する英語の教え方に関する理論と指導技
術を、ワークショップを通して実践的に学ぶ講座です。受講
生が言語の習得に関する最新の知見や教材・活動の原理
について理解し、幼稚園、小学校３・４年生の「外国語活動」
と５・６年生の「英語科」の授業づくりに生かせる内容の講義
および演習を提供します。

スティーブンス　M.　パトリック（文学部准教授）
沼館　ジェニー（文学部講師）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月10日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 50人

令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507749号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】中等教育における英語指
導

本講座では、中等教育における英語指導のあり方につい
て、（1）日本語と比較した英語音声の特徴とその指導上の
ポイント、（2）日本語を介さないリーディング指導と学習者の
理解度チェックの方法、（3）英語学の理論に関する成果を学
習者に伝える方法、という3つの観点から、具体的な例を取
り上げながら検討します。

髙橋　教雄（文学部教授）
唐戸　信嘉（文学部講師）
三輪　健太（文学部助教）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月11日 教諭
中学校・高等学
校・中等教育学
校英語科教諭

6,000円 50人
令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507750号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

茨城キリスト教大
学

【選択】心身のケア理論とそのス
キル

幼児・児童・生徒および教員自身の「心身の健康」を保つた
めの理論とスキルを学びます。本講習では、「こどものメンタ
ルケア」「教員のメンタルヘルスケア」についての最新の知
見を理解するとともに、「ヘルスケアと運動」の実技を通し
て、心身の状態を整えるための具体的方法を身につけるこ
とを目標としています。健康を保つために、身体面・精神面
の双方から学ぶことは、日常生活での指導や健康教育、栄
養教育など様々な教育活動の基盤として活用できます。

栗原　加代（看護学部教授）
望月　珠美（生活科学部教授）
髙橋　和将（文学部助教）

茨城県日立市 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 25人
令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507751号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】心身のケア理論とそのス
キル

幼児・児童・生徒および教員自身の「心身の健康」を保つた
めの理論とスキルを学びます。本講習では、「こどものメンタ
ルケア」「教員のメンタルヘルスケア」についての最新の知
見を理解するとともに、「ヘルスケアと運動」の実技を通し
て、心身の状態を整えるための具体的方法を身につけるこ
とを目標としています。健康を保つために、身体面・精神面
の双方から学ぶことは、日常生活での指導や健康教育、栄
養教育など様々な教育活動の基盤として活用できます。

栗原　加代（看護学部教授）
望月　珠美（生活科学部教授）
髙橋　和将（文学部助教）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 25人
令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507752号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】学校における健康管理

幼児・児童・生徒の生理・安全欲求を充足し、学校教育の円
滑な実施に資する健康管理方法について学びます。「ヒヤリ
ハット事例から事故防止を考える」では最新の知見から受講
者自身の体験を構造化し、「はじめての医療的ケア」「こど
も・おとなの救急看護」では体のしくみを復習し、実技を通し
て援助手技を習得することを目標としています。

松永　恵（看護学部教授）
松澤　明美（看護学部准教授）
白木　裕子（看護学部准教授）
原島　利恵（看護学部准教授）
櫻本　秀明（看護学部准教授）
岡本　菜子（看護学部助教）

茨城県日立市 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 25人
令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507753号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】学校における健康管理

幼児・児童・生徒の生理・安全欲求を充足し、学校教育の円
滑な実施に資する健康管理方法について学びます。「ヒヤリ
ハット事例から事故防止を考える」では最新の知見から受講
者自身の体験を構造化し、「はじめての医療的ケア」「こど
も・おとなの救急看護」では体のしくみを復習し、実技を通し
て援助手技を習得することを目標としています。

松永　恵（看護学部教授）
松澤　明美（看護学部准教授）
白木　裕子（看護学部准教授）
原島　利恵（看護学部准教授）
櫻本　秀明（看護学部准教授）
岡本　菜子（看護学部助教）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 25人
令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507754号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】幼児教育の理論と実践

発達心理学の最新の知見から「幼児のこころの発達」を解
説したうえで、「幼児教育の実践」の中核に位置する「お話
論」および「音楽表現」論について、実技を交えて展開しま
す。本講習により、幼児の心身の発達や特徴をふまえた幼
児教育の理論と具体的実践方法を理解することを目標とし
ています。

原口　なおみ（文学部教授）
佐藤　真紀（文学部講師）
照山　久美子（文学部兼任講師）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月10日 教諭
幼稚園教諭・特
別支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507755号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】幼児教育の理論と実践

発達心理学の最新の知見から「幼児のこころの発達」を解
説したうえで、「幼児教育の実践」の中核に位置する「お話
論」および「音楽表現」論について、実技を交えて展開しま
す。本講習により、幼児の心身の発達や特徴をふまえた幼
児教育の理論と具体的実践方法を理解することを目標とし
ています。

原口　なおみ（文学部教授）
佐藤　真紀（文学部講師）
照山　久美子（文学部兼任講師）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月11日 教諭
幼稚園教諭・特
別支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507756号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】特別支援教育の現在

「特別支援教育の現状と課題」「発達障害支援と特別支援教
育」「障害児への心理アセスメントの現状」の３つのテーマを
設定して解説します。本講習により、特別支援教育の最新
の知見について理解するとともに特別支援を要する児童・生
徒および保護者への理解と対応を学ぶことを目標としてい
ます。

椎木　久夫（文学部教授）
斎藤　遼太郎（文学部助教）
三橋　翔太（文学部助教）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月10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

6,000円 50人
令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507757号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

茨城キリスト教大
学

【選択】特別支援教育の現在

「特別支援教育の現状と課題」「発達障害支援と特別支援教
育」「障害児への心理アセスメントの現状」の３つのテーマを
設定して解説します。本講習により、特別支援教育の最新
の知見について理解するとともに特別支援を要する児童・生
徒および保護者への理解と対応を学ぶことを目標としてい
ます。

椎木　久夫（文学部教授）
斎藤　遼太郎（文学部助教）
三橋　翔太（文学部助教）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月11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

6,000円 50人
令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507758号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】児童・生徒の生きる力を
育む教育活動の現在

社会的変化が人間の予測を超えて進展する今日において、
児童・生徒の心を育み、各個人の能力を伸ばしつつ、社会
において自立的に生きる基礎を育むことが急務となっていま
す。本講座では、道徳教育、児童・生徒指導、プログラミング
教育の３領域に注目し、それぞれの基礎・基本とされる事柄
を再確認するとともに，近年の種々のトピックをふまえながら
各領域の新たな動向について解説します。

鈴木　範子（文学部准教授）
佐々木　隆宏（文学部講師）
石崎　成人（文学部兼任講師）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月11日 教諭

小学校・中学校・
義務教育学校・
高等学校・中等
教育学校教諭

6,000円 50人
令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507759号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】児童・生徒の生きる力を
育む教育活動の現在

社会的変化が人間の予測を超えて進展する今日において、
児童・生徒の心を育み、各個人の能力を伸ばしつつ、社会
において自立的に生きる基礎を育むことが急務となっていま
す。本講座では、道徳教育、児童・生徒指導、プログラミング
教育の３領域に注目し、それぞれの基礎・基本とされる事柄
を再確認するとともに，近年の種々のトピックをふまえながら
各領域の新たな動向について解説します。

鈴木　範子（文学部准教授）
佐々木　隆宏（文学部講師）
石崎　成人（文学部兼任講師）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月12日 教諭

小学校・中学校・
義務教育学校・
高等学校・中等
教育学校教諭

6,000円 50人
令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507760号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】身近な自然を活用した理
科教育

「圃場における効率的な作物栽培の実践」、「昆虫の多様性
と生態調査」、「身近な放射能・放射線と生物への影響」の3
つのテーマを設定して解説します。身近な生物の生態や生
物多様性、生物と環境との関わりについて理解するととも
に、幼児・児童・生徒の自然体験や理科教育について具体
的な指導の一助となるような講習を提供します。

穂積　訓（文学部講師）
桑原　隆明（生活科学部講師）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月11日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・義務教

育学校教諭
6,000円 50人

令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507761号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】身近な自然を活用した理
科教育

「圃場における効率的な作物栽培の実践」、「昆虫の多様性
と生態調査」、「身近な放射能・放射線と生物への影響」の3
つのテーマを設定して解説します。身近な生物の生態や生
物多様性、生物と環境との関わりについて理解するととも
に、幼児・児童・生徒の自然体験や理科教育について具体
的な指導の一助となるような講習を提供します。

穂積　訓（文学部講師）
桑原　隆明（生活科学部講師）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月12日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・義務教

育学校教諭
6,000円 50人

令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507762号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】人類の課題と教育の展望

人類共通の課題と考えられるさまざまな問題のうち、「グ
ループダイナミクスとリーダーシップ」「食（こどもの食の現状
と課題）」「人権（人権と教育）」の３つのテーマに焦点をあて
て解説し、これからの教育に何ができるかについて考えま
す。本講習を通して、いずれの教員にも共通して求められ
る、幼児・児童・生徒に対する指導上必要な人類の課題に
関する最新の知見について理解することを目標としていま
す。

富樫　ひとみ（生活科学部教授）
小西　優子（生活科学部准教授）
生越　達（文学部兼任講師）

茨城県日立市 6時間 令和2年8月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 150人
令和2年5月8日～
令和2年5月21日

令02-
30060-
507763号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

白鴎大学 【選択】ハンドベル体験講座

ハンドベルの演奏法を中心に教育的効果の検証を目的とす
る。ハンドベルと同種の楽器にはアンクルン（インドネシアの
民族楽器、竹）、チャイム（トーンチャイム・クワイアチャイム
など、アルミ）、　ミュージックベル、イングリッシュ・ハンドベ
ル（演奏用ハンドベル、ブロンズ）などがあるが、それぞれの
楽器の紹介、アンクルンの製作、演奏法の実技指導を行
い、自ら演奏を体験する。また他の楽器とのアンサンブル、
歌の伴奏など、教育現場においての導入法をさぐる。主な
受講対象者は幼・小・中（音楽）・高（音楽）・特別支援学校教
諭。

荒井　弘高（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月4日 教諭

幼・小・中（音
楽）・高（音楽）・
特別支援学校教

諭

8,350円 40人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507786号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

白鴎大学
【選択】子どもの貧困の現状と課
題

現在、日本の子どもの7人に1人が貧困状態におかれ、さら
に母子家庭では2人に1人が貧困状態であるとされていま
す。そういった現状を分析し、法律や制度の整備など子ども
の貧困対策の現状について取り上げていきます。また、幼
稚園、小・中学校と子どもの貧困問題に対して関係する専
門機関（福祉事務所、児童相談所など）や社会資源などとの
連携のあり方等を考えていきます。より具体的なケースを想
定した事例を通して学びを深めていきたいと思います。主な
受講対象者は、幼・小・中学校教諭。

佐藤　ちひろ（教育学部准教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月4日 教諭
幼・小・中学校教

諭
6,100円 50人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507787号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】Classroom
Communication Strategies

この講義では、大きなクラスサイズの授業で、コミュニカティ
ブ（コミュニケーションを重視し）、かつ、学習者の不安を軽
減できるような授業環境の作り方に関するストラテジー（方
策）について扱う。参加者には、児童・生徒たちがより積極
的に授業に参加するように促し、目標言語（英語）を使いタ
スクを行うようにする実践的な指導法を学んでもらう。主な
受講対象者は、小・中（英語）・高（英語）教諭。

Paul Del　Rosario（教育学部講師） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校・中学校
（英語）・高等学
校（英語）教諭

6,100円 50人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507788号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】小学校理科の観察・実験
－生命分野を中心として－

2020年度から全面実施される小学校学習指導要領におけ
る理科教育では「問題解決の力」が見直される。また、「生
命」分野では「生物の多様性と共通性」の見方の育成が重
視される。本講習を通して、どのように問題解決の力や「生
物の多様性と共通性」の見方の育成をしていくかを考える。
各学年の小学校理科において上記の視点を取り入れた授
業例の紹介(ＩＣＴの活用を含む)や、アルコールジェルを利用
した昆虫標本作りも行う。多くの観察・実験を体験できる講
習となっている。主な受講対象者は、小学校教諭。

山野井　貴浩（教育学部准教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月4日 教諭 小学校教諭 6,600円 30人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507789号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学 【選択】ハンドベル体験講座

ハンドベルの演奏法を中心に教育的効果の検証を目的とす
る。ハンドベルと同種の楽器にはアンクルン（インドネシアの
民族楽器、竹）、チャイム（トーンチャイム・クワイアチャイム
など、アルミ）、　ミュージックベル、イングリッシュ・ハンドベ
ル（演奏用ハンドベル、ブロンズ）などがあるが、それぞれの
楽器の紹介、アンクルンの製作、演奏法の実技指導を行
い、自ら演奏を体験する。また他の楽器とのアンサンブル、
歌の伴奏など、教育現場においての導入法をさぐる。主な
受講対象者は幼・小・中（音楽）・高（音楽）・特別支援学校教
諭。

荒井　弘高（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月5日 教諭

幼・小・中（音
楽）・高（音楽）・
特別支援学校教

諭

8,350円 40人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507790号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】権利主体としての児童・生
徒

児童・生徒達は学校内あるいはSNS上のコミュニティにおい
て大人以上に直接的なコミュニケーションに晒され、自我や
自尊心の確立と協調・妥協の間で揺れ動いています。本講
習では、この現実を前にして児童・生徒が、憲法的、民事法
的、刑事法的にいかなる権利を持っているか理解を深め、
今後の教育活動に役立てることを目的とします。主な受講
対象者は、小・中・高等学校教諭。

清水　晴生（法学部教授）
益井　公司（法学部教授）
清水　潤（法学部准教授）

栃木県小山市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,100円 100人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507791号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

白鴎大学
【選択】ICTを活用した英語授業
の改善－授業の負担軽減と教材
作成

英語教育の様々な場面におけるＩＣＴ活用法の検討と実践を
目的とする。具体的には、まず、授業準備から授業実践、そ
して授業後と場面を分け、それぞれの活用方法を検討す
る。その後、パワーポイントによる教材作成や答案採点処理
用ソフトウェアに対応した試験問題と答案用紙の作成、そし
て、これらの実践を踏まえ、教育現場でのさらなる活用法に
ついて議論を深める。主な受講対象者は、小・中(英語)・高
(英語)教諭。

奥山　慶洋（教育学部准教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小・中（英語）・高

（英語）教諭
6,100円 40人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507792号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】国語教育とアクティブ・
ラーニング

アクティブ・ラーニングに適応できる活動として注目されてい
る、ワールド・カフェ、ファシリテーション・グラフィック、ジグ
ソー学習の3つを実習する。それぞれ、目指す方向は異なる
が、どのような場面で取り入れていくのか特徴の説明を受け
て、体験する。主に国語という教科から使用するが、他の教
科、特別活動、総合的な学習の時間などでも使用できる。主
な受講対象者は、小・中（国語）教諭。

工藤　哲夫（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小・中（国語）教

諭
6,100円 60人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507793号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】学校の感染症対策（学校
感染症に適切に対応する）

学校で予防すべき感染症(学校感染症)は学校保健安全法
で、その対応・出席の停止期間等が定められている。学校
で特に流行しやすい学校感染症をいくつか選び、その幼児・
児童・生徒や保護者への対応方法や教室で広めないため
の予防対策などを具体的に解説する。また、教員自身も感
染しないようにする身を守る術を学ぶ。主な受講対象者は、
幼・小・中・高等学校教諭、養護教諭。

岡田　晴恵（教育学部特任教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高等
学校教諭、養護

教諭
6,100円 100人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507794号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】小学校社会科における地
理および歴史的視点から考察す
る地域学習

小学校の社会科学習では、地域の実態を正確に把握させる
ことが重要であるが、教員の側に地理的事象に関する知識
の不足や地理的なものの見方の欠如がみられる。本講習で
は、受講者の勤務校所在地と栃木県、さらに栃木県と全国
各地や世界各国との関係を、都市圏の設定や工業生産な
どの視点から考察を行う。また栃木県内の歴史的背景を踏
まえた具体的事例を示しつつ、児童の地理的空間の拡大へ
の教員の関わり方にまで言及する。主な受講対象者は、小
学校教諭。

奥澤　信行（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月7日 教諭 小学校教諭 6,100円 50人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507795号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】AI・ビッグデータ時代の教
育と統計

情報学と統計学の分野で新潮流が起こっています。教育に
どう活かしていくかと同時に、問題点についての議論も必要
です。教育の内容と方法という観点から次の4つを解説しま
す。ＩＣＴ活用の本質、情報化の光と影、教材としての統計、
教育評価について。
受講対象者は、全教員。

黒澤　和人（経営学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,100円 80人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507796号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学 【選択】ハンドベル体験講座

ハンドベルの演奏法を中心に教育的効果の検証を目的とす
る。ハンドベルと同種の楽器にはアンクルン（インドネシアの
民族楽器、竹）、チャイム（トーンチャイム・クワイアチャイム
など、アルミ）、　ミュージックベル、イングリッシュ・ハンドベ
ル（演奏用ハンドベル、ブロンズ）などがあるが、それぞれの
楽器の紹介、アンクルンの製作、演奏法の実技指導を行
い、自ら演奏を体験する。また他の楽器とのアンサンブル、
歌の伴奏など、教育現場においての導入法をさぐる。主な
受講対象者は幼・小・中（音楽）・高（音楽）・特別支援学校教
諭。

荒井　弘高（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月17日 教諭

幼・小・中（音
楽）・高（音楽）・
特別支援学校教

諭

8,350円 40人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507797号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

白鴎大学 【選択】ピアノアンサンブル

教育現場において魅力ある楽しい授業を行えるように電子
ピアノを使用し、合奏や簡単な連弾曲の実技と演奏法や表
現法の基礎を学ぶ。演奏体験することで、アンサンブルの楽
しさを感じ、また音楽に取り組む上での精神的な成長を促す
ような実践的な指導と理論を展開する。主な受講対象者
は、幼・小学校教諭。

今田　政成（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月17日 教諭 幼・小学校教諭 6,100円 48人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507798号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】ボールゲームの系統的な
指導のあり方

学習指導要領が改訂され、体育科には小学校から高校まで
の12年間を4年ごとのまとまりとしてとらえたカリキュラムづく
りが謳われている。本講習では小学校のゲーム・ボール運
動から中学校の球技について、教材の系統性や学習内容
方法の考え方を採り上げ、指導方法の実際を実技を交えて
学ぶことがねらいとなる。主な受講対象者は、幼・小・中学
校教諭。

内田　雄三（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼・小・中学校教

諭
6,100円 50人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507799号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学 【選択】デジタル教材の開発

時には教員自らがデジタル教材を手作りして児童生徒に提
示することも教育効果を高める一つの方法と考える。そこ
で、身近なオフィスアプリケーションを利用してデジタル教材
を気軽に作る方法を紹介する。受講対象者は、全教員。

黒澤　和人（経営学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,100円 40人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507800号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】心理学ワークショップ　－
自己理解とコミュニケーションの
ために

学校教育における諸活動において、児童生徒の的確な理
解はきわめて重要かつ不可欠な前提である。児童生徒理解
のために、教員は自らを正しく知っておく必要がある。自己
理解なしには、教師である以前に人として、他者と向き合う
ことができないからである。本講習では、人間性心理学の諸
理論に基づく各種ワークを通じて、他者と関わりながら自ら
を見つめ、自己理解を深めることで、今後の教育活動に資
することを目的とする。受講対象者は、全教員。

伊東　孝郎（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,100円 35人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507801号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学 【選択】ハンドベル応用講座

本学開設の教員免許状更新講習における「ハンドベル体験
講座」を受講済の方、若しくはハンドベルの演奏経験のある
方を対象とした応用編の講座である。ハンドベル、ハンド
チャイムの楽器を用いて、その演奏法を学び、子どもたちへ
の指導法をさぐることを目的とする。主な受講対象者は、幼・
小・中(音楽)・高(音楽)・特別支援学校教諭。

荒井　弘高（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月20日 教諭

幼・小・中（音
楽）・高（音楽）・
特別支援学校教

諭

6,100円 25人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507802号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学 【選択】ピアノアンサンブル

教育現場において魅力ある楽しい授業を行えるように電子
ピアノを使用し、合奏や簡単な連弾曲の実技と演奏法や表
現法の基礎を学ぶ。演奏体験することで、アンサンブルの楽
しさを感じ、また音楽に取り組む上での精神的な成長を促す
ような実践的な指導と理論を展開する。主な受講対象者
は、幼・小学校教諭。

今田　政成（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼・小学校教諭 6,100円 48人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507803号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】器械運動の系統的な指導
のあり方

器械運動を苦手とする児童生徒が多く、幼少期の運動遊び
の経験不足や遊びの環境の変化などの要因が挙げられ
る。それらを踏まえた学習指導を展開する上で必要となる技
の系統への知識を深め、それらを授業づくりに活用できるよ
う本講習を実施する。なお採り上げる内容の定着を図るた
め、講義と実技を組み合わせて実施する。主な受講対象者
は、小・中（保健体育）教諭。

内田　雄三（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小・中（保健体

育）教諭
6,100円 50人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507804号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学 【選択】デジタル教材の開発

時には教員自らがデジタル教材を手作りして児童生徒に提
示することも教育効果を高める一つの方法と考える。そこ
で、身近なオフィスアプリケーションを利用してデジタル教材
を気軽に作る方法を紹介する。受講対象者は、全教員。

黒澤　和人（経営学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,100円 40人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507805号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

白鴎大学
【選択】心理学ワークショップ　－
自己理解とコミュニケーションの
ために

学校教育における諸活動において、児童生徒の的確な理
解はきわめて重要かつ不可欠な前提である。児童生徒理解
のために、教員は自らを正しく知っておく必要がある。自己
理解なしには、教師である以前に人として、他者と向き合う
ことができないからである。本講習では、人間性心理学の諸
理論に基づく各種ワークを通じて、他者と関わりながら自ら
を見つめ、自己理解を深めることで、今後の教育活動に資
することを目的とする。受講対象者は、全教員。

伊東　孝郎（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,100円 35人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507806号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】学校の感染症対策（学校
感染症に適切に対応する）

学校で予防すべき感染症(学校感染症)は学校保健安全法
で、その対応・出席の停止期間等が定められている。学校
で特に流行しやすい学校感染症をいくつか選び、その幼児・
児童・生徒や保護者への対応方法や教室で広めないため
の予防対策などを具体的に解説する。また、教員自身も感
染しないようにする身を守る術を学ぶ。主な受講対象者は、
幼・小・中・高等学校教諭、養護教諭。

岡田　晴恵（教育学部特任教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高等
学校教諭、養護

教諭
6,100円 100人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507807号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】児童生徒の発達課題と発
達特性に対する対応

発達障害の診断の有無に関わらず、学習活動に困難を抱
えている小学校以上の児童生徒の問題を環境や周囲から
の要求に対する不適応という視点から捉え直し、発達特性
に応じた指導方法のあり方や発達課題に対する支援の方
法について考える。主な受講対象者は、小・中・高等学校教
諭、養護教諭。

伊勢　正明（教育学部准教授） 栃木県小山市 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

6,100円 50人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507808号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】心理学ワークショップ　－
自己理解とコミュニケーションの
ために

学校教育における諸活動において、児童生徒の的確な理
解はきわめて重要かつ不可欠な前提である。児童生徒理解
のために、教員は自らを正しく知っておく必要がある。自己
理解なしには、教師である以前に人として、他者と向き合う
ことができないからである。本講習では、人間性心理学の諸
理論に基づく各種ワークを通じて、他者と関わりながら自ら
を見つめ、自己理解を深めることで、今後の教育活動に資
することを目的とする。受講対象者は、全教員。

伊東　孝郎（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,100円 35人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507809号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学 【選択】発達障害幼児の集団作り

就学前の幼児集団が子ども達自身にとって、過ごし易く、楽
しい生活や学びの場であるためには、指導者・支援者側が
発達障害の特性を有する様々な幼児の存在を想定・意識し
て集団作りに取り組んでいくことが求められている。本講習
では、発達障害幼児が含まれるクラス等の一定のまとまり
における集団作りの具体について検討していく。主な受講対
象者は、幼稚園教諭。

伊勢　正明（教育学部准教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月24日 教諭 幼稚園教諭 6,100円 50人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507810号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学 【選択】ピアノアンサンブル

教育現場において魅力ある楽しい授業を行えるように電子
ピアノを使用し、合奏や簡単な連弾曲の実技と演奏法や表
現法の基礎を学ぶ。演奏体験することで、アンサンブルの楽
しさを感じ、また音楽に取り組む上での精神的な成長を促す
ような実践的な指導と理論を展開する。主な受講対象者
は、幼・小学校教諭。

今田　政成（教育学部教授） 栃木県小山市 6時間 令和2年8月24日 教諭 幼・小学校教諭 6,100円 48人

令和2年5月9日～
令和2年5月20日

(備考　5/9～13は卒業
生先行募集期間、5/16
～20は一般募集期間)

令02-
30072-
507811号

0285-22-9891
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

群馬医療福祉大
学

【選択】子どもに関わる現代社会
の課題

発達障害や児童虐待等の教育に関わる現代的課題につい
て考え、学校における対応や家庭、児童福祉機関と学校と
の関わり方、地域との連携等について学ぶ。

榊原　清（リハビリテーション学部講師）
植原　美智子（社会福祉学部講師）

群馬県前橋市 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・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16日～
令和2年6月12日

令02-
30077-
507941号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

群馬医療福祉大
学

【選択】幼児教育・保育の課題と
展望

幼児教育や保育の質の向上を目指し、幼児期の発達段階
や遊びと学びの関係について理解を深める。また、日本の
幼児教育や保育の現状と課題、及び幼保小の連携等につ
いて学び、家庭での子育て支援にも資する。

田中　輝幸（社会福祉学部准教授）
吉澤　幸（社会福祉学部助教）

群馬県前橋市 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・

養護教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
30077-
507942号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】福祉現場での体験学習－
福祉・介護の基礎知識と施設体
験－

総合的な学習の時間などで、児童・生徒が社会福祉施設で
の体験学習を実施する際に必要となる、利用者への対人援
助の基本である知識・技術を習得し、介護や福祉の理論や
実践指導のポイント等について学ぶ。

白井　幸久（短期大学部教授）
矢嶋　栄司（短期大学部助教）
辻　志帆（短期大学部講師）

群馬県前橋市 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
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4月16日～
令和2年6月12日

令02-
30077-
507943号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】作業療法の視点から見た
子ども理解と支援のあり方につ
いて－感覚統合とシーティング－

感覚の特徴とその問題、及び学習との関係について学ぶ。
また、学習において、良い姿勢の意義や不良な座位姿勢の
弊害について考える。

古田　常人（リハビリテーション学部教授）
宮寺　亮輔（リハビリテーション学部講師）

群馬県前橋市 6時間 令和2年8月20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4月16日～
令和2年6月12日

令02-
30077-
507944号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】特別支援教育の視点によ
る児童生徒への適切な支援を考
える－教育・福祉の最近の動向
－

「インクルーシブ教育システム」の構築の重要性が謳われて
いる。福祉・教育の両面から多職種連携も含め、教師の指
導力と学校の支援体制について習得する。

江原　京子（社会福祉学部教授）
川端　奈津子（社会福祉学部助教）

群馬県前橋市 6時間 令和2年8月20日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学
校教諭・特別支
援学校教諭・養

護教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
30077-
507945号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】子どもの表現力を育む指
導の工夫

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
育成する指導の工夫について、造形遊びの実技を通して考
える。また、ダンスを通して他者との共感力を高め、コミュニ
ケーション力および自己の開放手段等、生きる力を養う指導
の内容と構成について模索する。

関根　和子（社会福祉学部講師）
高橋　美穂子（群馬大学　教育学部 非常勤講
師）

群馬県前橋市 6時間 令和2年8月20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

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
30077-
507946号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】運動による障害予防－理
学療法の観点から－

ラジオ体操を教材とし、心拍数の変化・うつ病予防・身体の
動き等との関連を通じて運動器検診の実際について理解を
深める。また、幼児期から成人に至るまでの体力･運動能力
の向上と並行して、スポーツ外傷の発生とその対応につい
て学ぶ。

柴　ひとみ（リハビリテーション学部准教授）
新谷　益巳（リハビリテーション学部助教）

群馬県前橋市 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 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
30077-
507947号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】思春期における危機と対
策

思春期の心理的特徴と社会的病理による、生きにくさを事
例などから理解する。また、子どもの自己肯定感を高める主
体的な生き方の支援方法として、ピアカウンセリング手法の
体験学習から深め、成長期の課題について学ぶ。

酒井　美子（看護学部教授）
山下　博子（看護学部講師）

群馬県前橋市 6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
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4月16日～
令和2年6月12日

令02-
30077-
507948号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】学校・家庭・地域社会の
連携と課題

学校・家庭・地域の役割分担や相互の連携を踏まえて、地
域全体で取り組む体制づくりを考える。また、地域社会のス
ポーツ環境を理解し、障がい者スポーツの体験を通じてノー
マライゼイションを考える。

新木　惠一（社会福祉学部教授）
櫻井　秀雄（社会福祉学部教授）

群馬県前橋市 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 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
30077-
507949号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

十文字学園女子
大学

【選択】幼児期の保護者支援

幼児期の保護者の支援について演習を交えながら学ぶこと
を目指す。午前の講習では、幼児期の保護者支援の実際と
保育者に求められる相談のあり方について実践事例やディ
スカッションを通して考える。午後の講習では、保護者の
ニーズの高い、子どものさまざまな行動への対応法を身に
つけて、育児に自信が持ち楽しめるようになる方法について
学ぶ。園児とのかかわりの上でも参考になる。

向井　美穂（人間生活学部幼児教育学科教授）
加藤　則子（人間生活学部幼児教育学科教授）

埼玉県新座市 6時間 令和2年8月10日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

令和2年4月17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507892号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

十文字学園女子
大学

【選択】小学校教員実力養成講
座〔A〕社会・外国語活動

社会科において主体的・対話的で深い学びを実現した姿を
評価するために、児童生徒が作成したレポート等を評価す
る方法の紹介及び演習を行う。また、児童生徒を深い学び
に導くための社会科に必要なカリキュラムマネジメントと授
業例を紹介する。　
小学校外国語活動における効果的な指導について、高学
年の外国語（英語）との関連を図りながら、英語によるコミュ
ニケーション能力を育成するためのアクティビティを中心に
体験的に学ぶ。

三藤　あさみ（人間生活学部児童教育学科准教
授）
松岡　敬明（人間生活学部児童教育学科教授）

埼玉県新座市 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17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507893号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】学校図書館を活かした学
びをつくる

学習指導要領では、児童・生徒の主体的な学習活動を推進
するうえで、学校図書館の活用を指摘している。本講習で
は、公立図書館も含めた図書館の魅力を共有したうえで、
探究学習を中心とした学校図書館の活用事例も紹介し、教
育実践を豊かにする学校図書館の役割・機能を受講生と共
に考える。また、司書教諭・学校司書との協働や学校図書
館内での授業展開など、「学校図書館を活かした学びづく
り」をグループワークで検討し、授業実践や教育活動におけ
る学校図書館の具体的な活用方法を共有する。そして、今
後の学校図書館のあるべき姿を展望する。

石川　敬史（人間生活学部文芸文化学科准教
授）
有山　裕美子（工学院大学附属中学校・高等学
校　司書教諭）

埼玉県新座市 6時間 令和2年8月10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 20人

令和2年4月17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507894号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】インクルーシブ教育システ
ムの理解と発達障害のある子ど
もへの支援

学習指導要領・教育要領の改訂等を踏まえたインクルーシ
ブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進の在
り方について考える。また、個別の指導計画の作成や関係
機関の連携による個別の教育支援計画の作成・活用の方
法について学ぶ。
発達障害児を中心とした障害の特性を理解し、通常の学校
における校内体制の整備や支援の取り組み、学級における
指導の方法や教材の工夫等について理解を深める。

中西　郁（人間生活学部児童教育学科教授）
岡本　明博（東京未来大学　こども心理学部こ
ども心理学科　教授）

埼玉県新座市 6時間 令和2年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校教
諭、養護教諭、栄

養教諭

6,000円 70人

令和2年4月17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507895号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】教師のアクティブ・ラー
ナー化入門

「子どもたちを自律的学習者に育てる」ためには、まず教師
自身がアクティブ・ラーナーとして実践すべきだろう。本講習
では、「なぜアクティブ・ラーナーになる必要があるのか」とい
う問いから、これからの教師の〝在り方″について対話を
中心とした参加者が改めて考える学びの場作りを目指す。
前半は、自己調整学習、インストラクショナルデザイン、「対
話」「探究型学習」についての研究の動向をレビューし、午後
からは、ワークショップデザインについて体験を通して学ぶ。

松永　修一（人間生活学部文芸文化学科教授） 埼玉県新座市 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 30人

令和2年4月17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507896号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】乳幼児期の発達

子ども自らの考える力や主体性を育てるために、乳幼児期
の子どもの発達をふまえてどのような幼児教育を行う必要
があるかということを学ぶ。子どもの心身の発達のなかで
も、特にことばと思考の発達過程と保育者の援助のあり方
についての知識を深める。その知識に基づいて、どのような
遊びや保育計画が子ども主体の保育につながるかについ
て、具体的な素材を使った活動例を体験しながら考える。

長田　瑞恵（人間生活学部幼児教育学科教授）
大宮　明子（人間生活学部幼児教育学科教授）

埼玉県新座市 6時間 令和2年8月11日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

令和2年4月17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507897号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

十文字学園女子
大学

【選択】小学校教員実力養成講
座〔B〕算数

「何のために算数を学ぶのか」という本質的なところについ
て再考する。平成２９年度に告示された学習指導要領の内
容を中心に、算数科教育に関する最新の情報について具体
的な実践例を示しながら解説する。特に、数学的に考える
資質・能力を育てる授業改善に焦点をあてる。随時演習を
取り入れ、子どもたち一人一人が意欲的に学べる算数学習
の在り方について考える。途中、日々の授業の疑問点や課
題点について取り上げる。小学校を中心に進めるが、小・中
の系統性についてもふれる。

日出間　均（人間生活学部児童教育学科教授） 埼玉県新座市 6時間 令和2年8月11日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人

令和2年4月17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507898号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】小学校教員実力養成講
座〔C〕音楽表現・体育

音楽づくりをテーマに、声や打楽器等を用いて即興的な表
現から音楽へと構成する活動を実際に経験し、児童と共に
「音楽をつくる」姿勢を大切にした指導法への考察を深め
る。　
「新学習指導要領に即した体育の授業づくり」 縄跳び運動
や器械運動など小学校の運動教材を中心に、スモールス
テップや身近な教具を活用した指導の手順とポイントを紹介
する。また、ボール運動領域「プレルボール」や「ティー・ボー
ル」を体験するなど、実践を通して新しい小学校体育授業の
指導法について学ぶ。

久保田　葉子（人間生活学部児童教育学科講
師）
山本　悟（人間生活学部児童教育学科教授）

埼玉県新座市 6時間 令和2年8月11日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人

令和2年4月17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507899号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】児童虐待と子どもの人権・
権利

「児童虐待の発見と児童福祉施設（保育所・児童養護施設・
母子生活支援施設）との連携について」学校等における発
見、通報のあり方、通報を受けた児童相談所の機能と実
務、学校等と児童福祉施設の連携について、現状と課題を
説明する。「子どもの人権・権利に関する基本的な考え方」
子どもが健やかに育つこと、について人権論的な意味や内
容を改めて考え、親権のあり方、子どもの権利保障という観
点から児童虐待をとらえる。

伊藤　陽一（人間生活学部人間福祉学科准教
授）
片居木　英人（人間生活学部人間福祉学科教
授）

埼玉県新座市 6時間 令和2年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人

令和2年4月17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507900号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】プログラミング教育体験
講座

新しい学習指導要領では、小学校でプログラミング教育が
実施される。本講習では、プログラミング教育の考え方を身
につけ、授業内外での取り扱いについて理解を深める。併
せて、学習者に身につけるべき情報活用能力やプログラミ
ング的思考について検討する。また、初心者を対象としたプ
ログラミングの演習として、スクラッチやアンプラグド型の体
験を通して、プログラミング教育に必要な技術を身につけ、
授業等での指導ができることを目指す。

安達　一寿（人間生活学部メディアコミュニケー
ション学科教授）

埼玉県新座市 6時間 令和2年8月11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 30人

令和2年4月17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507901号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】学校現場に必要な救急処
置の知識と技術

学校において傷病者が発生した時、その場に遭遇した教員
は状態を正確にまた迅速に把握し、適切な処置を行うことを
求められる。誰しも遭遇する可能性がある学校現場におい
て発生しやすい切り傷・刺し傷・ねんざ・骨折などの外傷か
ら、頭痛・腹痛など内科的疾患まで子どもたちの身近な怪我
や症状について最新の医学情報を取り入れながら学んでい
く。また、事例検討を通して救急処置における対応をシュミ
レーションし、知識や技術を実践的に学ぶ。

鈴木　雅子（人間生活学部人間発達心理学科
講師）

埼玉県新座市 6時間 令和2年8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

6,000円 16人

令和2年4月17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507902号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

十文字学園女子
大学

【選択】保育と表現

本講習では、「保育と表現」をテーマに講義及び実技を行
う。保育者が子どもの歌唱表現をどのように理解し、自らが
表現したらよいのかを、歌って表現してみることで、より良い
表現を探求する。さらに、幼児の声、歌唱指導に関しても理
解を深める。子どもの運動遊びに関する理論的な理解を深
めるとともに、実技を通して具体的な保育者の関わり方（遊
具の活用法や援助のポイント）について考える。

薮崎　伸一郎（人間生活学部幼児教育学科准
教授）
鈴木　康弘（人間生活学部幼児教育学科教授）

埼玉県新座市 6時間 令和2年8月12日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

令和2年4月17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507903号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】小学校教員実力養成講
座〔D〕国語

平成29年に告示された学習指導要領の内容を中心に、国
語科教育に関する最新の情報について講義する。また、「単
元構想表」というＡ３一枚の書式を使って、「書くこと」につい
ての一単元を実際に構想する演習を行う。 
持参した学習指導案（または実践記録）を基に学習指導の
工夫をグループで交流するとともに、日々の授業の中で悩
んでいることや疑問に感じている点を出し合い、その解決を
図る。さらに、「主体的・対話的で深い学び」の観点から、グ
ループの代表の学習指導案をブラッシュアップする演習を行
う。

冨山　哲也（人間生活学部児童教育学科教授） 埼玉県新座市 6時間 令和2年8月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人

令和2年4月17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507904号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】小学校教員実力養成講
座〔E〕理科

平成29年に告示された学習指導要領の内容を中心に、理
科教育に関する最新の情報について具体的な実践例を示
しながら解説する。特に、理科の見方・考え方を働かせた授
業実践に焦点をあて、随時グループ演習も取り入れる。学
習指導要領に示された各学年の代表的な「ものづくり」や
「観察実験演習」を体験し、教材研究を深める。小学校理科
の内容を中心に進めるが、小・中の系統性についてもふれ
る。

塚田　昭一（人間生活学部児童教育学科教授） 埼玉県新座市 6時間 令和2年8月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人

令和2年4月17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507905号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】ＩＣＴを活用した教材づくり

教科・校種を問わないＩＣＴを活用した授業や会議・保護者会
等での説明の機会では、ICT やデジタル教材・資料の作成
の技術が必要とされている。本講習では、パソコン初級者を
対象に、パワーポイントを利用した提示型教材の作成演習
と電子黒板体験、また各種資料の作成演習を通して、ICTを
活用した授業実践に必要な理論と教材・資料作成技法を習
得することを目的とする。作成演習では、各自のテーマに
沿った教材・資料を作成するので、教材・資料のアイディア
を考えてくること。

安達　一寿（人間生活学部メディアコミュニケー
ション学科教授）

埼玉県新座市 6時間 令和2年8月12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17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507906号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】健康的な食・運動習慣の
獲得を目指して

日本人の死亡原因として最も多いがんは、男女とも2人に1
人が罹患すると言われている。がんの罹患リスクに生活習
慣が深く関係していることはよく知られているが、昨今、「が
んの診断後（予後）をいかに健康的に過ごすか」も重要な課
題となっている。本講習では、がんに関する内容をきっかけ
とし、健康的な生活習慣を獲得するための有効な方法につ
いて取り上げる。午前は、がんのメカニズムや健康づくりに
関する基礎的な理論を確認する。午後は、健康にかかわる
食と運動の実技・演習を行う。

若葉　京良（人間生活学部健康栄養学科講師）
飯田　路佳（人間生活学部健康栄養学科教授）
德野　裕子（人間生活学部健康栄養学科准教
授）
佐々木　菜穂（人間生活学部健康栄養学科准
教授）
相馬　満利（人間生活学部健康栄養学科助教）

埼玉県新座市 6時間 令和2年8月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
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17日～
令和2年5月18日

(備考　令和2年4月17
日～令和2年4月23日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和2年5月12日
～令和2年5月18日（一

般）)

令02-
30089-
507907号

048-477-0579
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

城西大学
【選択】カリキュラム・マネジメント
の発想にもとづく資質・能力の育
成

学習指導要領等に基づき育成すべき資質及び能力を育む
ための教育課程の在り方、習得、活用及び探究の学習過程
を見通した指導法の工夫及び改善が求められているが、そ
の具体的な方法などはさらに検討する必要がある。学校教
育で具体的にどのような学びが求められるのか、体験的に
学ぶとともに、その活用を共有する。

後藤　顕一（東洋大学　食環境科学部教授） 埼玉県坂戸市 6時間 令和2年7月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭 6,000円 32人
令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30090-
508195号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】不登校－児童・生徒・家
族の理解と支援－

2016年、不登校は、個人の「問題行動」としてではなく、様々
な要因・背景の結果として理解すべきとの方針が示されまし
た。また支援の目的は、「学校に行く」ことではなく、「社会的
自立」であることも明示され、教職員には、個々の事情に応
じた関わりが求められています。本講習では、不登校に関
する最新のデータを示すとともに、臨床心理学に基づく教育
相談の視点から、不登校の見立て、支援のあり方につい
て、できるだけ具体的なエピソードを交えながら紹介します。
参加者間での話し合いと、その共有の機会ももつ予定で
す。

浅原　知恵（経済学部教授） 埼玉県坂戸市 6時間 令和2年7月23日 教諭
中学校、高等学
校教諭（その他も

可）
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30090-
508196号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】各教科に応用できる食育
の授業

学校教育における食育は、栄養教諭をはじめとしてすべて
の教員が関わってこそ、大きな成果を上げることができる。
本講習では、栄養教育PDCAサイクル、栄養カウンセリング
等を通して、各教科およびクラブ活動においても応用できる
食育の授業を提案する。講義、演習、グループワークを行
い、学校現場から社会へ発信できる食育を共に考え提案す
る。食事調査法を学び、児童・生徒の現状を把握し、食育を
通じた教育活動の活性化を図ることを目的とする。

山王丸　靖子（薬学部准教授）
堀　由美子（薬学部准教授）
水野　文夫（薬学部准教授）

埼玉県坂戸市 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 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30090-
508197号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】主体的・対話的で深い学
びを実現する図書館について

本講習では「探究」を実現するために、教育方法として図書
館がどう貢献できるのかを一緒に探っていきたいと思いま
す。「探究」は、新学習指導要領でも重要な概念となってい
ます。
本講習は、本学の大学図書館を会場として、資料を使いな
がら進めていきます。講義や演習を中心としつつ、参加者間
の情報交換の機会も設けます。

井田　浩之（教職課程センター助教） 埼玉県坂戸市 6時間 令和2年7月27日 教諭

教諭（小学校、中
学校、義務教育

学校、高等学校、
中等教育学校）

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30090-
508198号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】生命科学の視点で健康を
考える

人体の構造と機能を理解し、生活習慣と健康に関る最新の
エビデンスについて解説指導を行なう。一部演習形式とし、
生活習慣と疾病、食の安全性、機能性食品、機能性化粧品
など身の回りの事象から科学的に健康を理解する。

加園　恵三（薬学部教授）
古旗　賢二（薬学部教授）

埼玉県坂戸市 6時間 令和2年7月27日
教諭

栄養教
諭

小学校・中学校・
高等学校（理科）
の教諭、栄養教

諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30090-
508199号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】算数・数学のおもしろさに
ついて考える

30人に鉛筆を配る。皆に等しく4本ずつ鉛筆を配るとき全部
で何本の鉛筆が必要か、また、1人目に1本、2人目に2
本、、、、30人目に30本配るとき全部で何本の鉛筆が必要
か。単に「計算する」のではなく「考える」おもしろさについて
考えます。

井沼　学（理学部准教授） 埼玉県坂戸市 6時間 令和2年7月27日 教諭
小学校（算数）・
中学校・高等学
校（数学）の教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30090-
508200号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】コンピュータと会話しなが
らプログラミングに挑戦

本講座はプログラミングを基礎から学び、その考え方を知
り、楽しさを体験することが目的です。更にプログラミングを
教科指導などの中でどのように扱い、児童や生徒に体験さ
せるか、幾つかの教材を例にして考えていきます。使用する
言語は日本語でプログラミング記述のできるマイクロワール
ドEX（ロゴ）で、完成した教材はWeb上でも利用可能となりま
す。
プログラミングは初めてであっても差し支えありません。
パーソナルコンピュータの基本操作ができる程度を前提とさ
せて頂きます。

栗田　るみ子（経営学部教授）
山本　恒（園田学園女子大学　非常勤講師）

埼玉県坂戸市 6時間 令和2年7月28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16日～
令和2年5月16日

令02-
30090-
508201号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

城西大学
【選択】学校、ダイバーシティ、子
どもの人権

民間企業を中心に「ダイバーシティ＆インクルージョン」とい
う考え方が広まっている。学校教育においても、2015年の文
科省の通知を契機に性的マイノリティの児童生徒に配慮し
た対応が求められている。その一方、依然として学校現場
には性別に基づく偏見も根強く、教師による児童生徒への
性暴力もある。本講習では、性に対する考え方が変化する
中で、いかに性差別のない学校環境を整備できるかについ
て考察する。

山口　理恵子（経営学部准教授） 埼玉県坂戸市 6時間 令和2年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高校の教
諭、管理職教諭、
養護教諭、栄養
教諭、保健体育

担当教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30090-
508202号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学 【選択】実験・実習で楽しむ地学

地学現象は物理，化学の原理や法則が複数合わさったもの
であることが多い．本講習では地学現象の中の本質的な原
理，法則を可視化等，より具体化できる実験や実習を体験
し，生徒に伝えて行く新たな方法を受講者自身が体験、開
発して，それをプレゼンテーションできるようにする．

谷口　英嗣（理学部教授） 埼玉県坂戸市 6時間 令和2年7月28日 教諭
中学校，高等学

校理科教諭
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30090-
508203号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】日本史―教材研究の実
践―

第１部・出前史料館は「慶安御触書」「公事方御定書」など日
本史上著名な史料の原物を実際に手にとっていただき真の
理解を深めます。
第2部・ビジュアル史料は刷り物・錦絵などの原物を知るこ
と、さらに博物館・美術館の活用の実践例を紹介します。
第３部・仮想史蹟散策は講師が史蹟に赴き撮影したデータ
を映写して仮想史蹟散策を味わっていただきます。その後、
各自にテーマを設定して教材研究案を考察してまとめてい
ただきます。

神崎　直美（経済学部教授） 埼玉県坂戸市 6時間 令和2年7月28日 教諭
中学・高等学校
教諭（日本史担

当）
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30090-
508204号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

聖学院大学
【選択】児童生徒の問題理解とそ
の指導

昨今の児童生徒の抱える課題は、児童生徒個人の問題と
いうよりは、個人とその環境との様々な関係性の上に生じて
いることが多い。
本講習では、一つの課題に複数の視点をもって取り組むこ
とや、「チーム学校」への理解を深めていくことを目標とす
る。参加者自身の経験への振り返りやワークから得られた
実感を通して、ケースを多角的な視点から検討する実習を
行う。

堀　恭子（心理福祉学部特任教授） 埼玉県上尾市 6時間 令和2年8月6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、
養護教諭向け

6,000円 100人
令和2年5月9日～
令和2年5月15日

令02-
30094-
509708号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

聖学院大学
【選択】音楽表現とアレンジの実
践的アプローチ

教育現場において音楽を演奏・指導するための、幾つかの
実践的技術を学ぶ。
ピアノ演奏に関する基礎的事項を振り返りつつ、「難しいピ
アノ伴奏譜を演奏しやすいよう簡略化する」「楽曲を合奏用
にアレンジする」といった技術を、個々人の力量にあわせた
形で身につけることを目標にする。

久保田　翠（人文学部准教授） 埼玉県上尾市 6時間 令和2年8月6日 教諭

幼稚園・小学校・
中高（音楽）・特
別支援学校教諭

向け

6,000円 30人
令和2年5月9日～
令和2年5月15日

令02-
30094-
509709号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

聖学院大学
【選択】子どもの遊びと学習の文
化

子どもの教育を考えるとき、子どもたちが生き生きとして楽し
んで学ぶ様子に、私たちは望ましさを感じる。この講習で
は、「文化culture（土を耕して芽生えるようにする）」、「楽しま
せるentertain（よい状態を保つ、養う、支えあう）」、「関心
interest(おもしろみ、あいだにある)」に着目する。遊びと学
びの間で子どもの遊び心が学ぶ意欲に発展するような主体
的活動、特に、からだに結びついた言語活動について、子
どもの視野と目線を実感して考察する。

寺﨑　恵子（人文学部准教授） 埼玉県上尾市 6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 70人

令和2年5月9日～
令和2年5月15日

令02-
30094-
509710号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

271 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
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種
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聖学院大学
【選択】学校教育におけるメンタ
ルヘルスと福祉教育

近年、子どもたちの中でいじめや不登校、子どもの貧困、
様々な障害などメンタルヘルスの課題が顕在化している。同
時に、教職員のメンタルヘルスの課題も深刻化している。本
講座では、生きづらさを感じながら子ども時代を生きぬいて
きた当事者を招き、その経験の語りを共有した上で、今、目
の前の子どもたちに何ができるのかをグループワークを通し
て具体的に検討する。今後の教育のあり方として教員が孤
立することなく、エンパワメントされる体制について当事者と
ともに学び、考える機会としたい。

相川　章子（心理福祉学部教授） 埼玉県上尾市 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭
向け

6,000円 50人
令和2年5月9日～
令和2年5月15日

令02-
30094-
509711号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

聖学院大学
【選択】特別支援教育の基本理
解

特別支援教育の基礎となる障害のとらえ方について、国際
生活機能分類の考え方を紹介する。また、通常の児童生徒
を対象にした絵本や映像を使った障害理解教育とインク
ルーシブ教育システムとはどういうものかを概説する。そし
て、通常の教科を中心とした教育課程とは異なり、生活を中
心とした知的障害児の教育課程について、基本的な考え方
や日課表と実践事例、教科書、教材例などを紹介する。

齋藤　一雄（人文学部特任教授） 埼玉県上尾市 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭
向け

6,000円 100人
令和2年5月9日～
令和2年5月15日

令02-
30094-
509712号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

聖学院大学 【選択】一人一人の子どもの理解

一人一人の子どもの意思は、言動を見取りその意味を省察
することで汲み取ることができるようになる。言葉で伝えられ
ず、何を考えているか、何に困っているかわからない子ども
の思いに気付き、保育・教育に活かせる理論と方法を具体
的な事例から学び、事柄を子どもの論理で捉える見方を磨
く。見えにくい貧困等、家庭的な背景についても学ぶ。

田澤　薫（人文学部教授） 埼玉県上尾市 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校
教諭、養護教諭

向け
6,000円 50人

令和2年5月9日～
令和2年5月15日

令02-
30094-
509713号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

聖学院大学
【選択】教育現場における人権問
題

学校など教育現場で発生する子どもたちの人権問題を、日
本国憲法ならびに国際人権規約および子どもの権利条約
等の国際人権法に照らして考える。あわせて、教員等教育
現場で働く者の人権、家庭内における子どもの権利の問題
についても触れる。

石川　裕一郎（政治経済学部教授） 埼玉県上尾市 6時間 令和2年8月8日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭
向け

6,000円 100人
令和2年5月9日～
令和2年5月15日

令02-
30094-
509714号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

聖学院大学
【選択】教育現場における情報の
倫理とセキュリティ

現代社会での情報化の進展に伴い、教育現場でも情報化
への対応が課題となっている。本講習ではそれによって深
刻化するネットいじめなどをはじめとした｢情報モラル｣、著作
権などの｢教育におけるＩＣＴ活用｣を中心に情報化のあり方
と問題点を考える。また、生徒児童が日常触れる情報機器
に潜む危険性とそのセキュリティ教育、といったことや、学校
だけではなく家庭における理解と協力、などについても学
ぶ。

渡邉　正人（基礎総合教育部教授） 埼玉県上尾市 6時間 令和2年8月8日 教諭 教諭向け 6,000円 70人
令和2年5月9日～
令和2年5月15日

令02-
30094-
509715号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

聖学院大学 【選択】幼児らしい表現を考える

新幼稚園教育要領の領域「表現」に示されている「自分なり
に表現すること」とはどのようなものか。また、幼児のありの
ままの表現が主体的にできるようになるためには、どのよう
な支えが必要となるのだろうか。幼児の表現の基本的な事
柄を再確認しつつ、幼児期の終了までに育ってほしい姿を
見据えて、いろいろな表現活動を実践的に体験することを通
して幼児に適切な指導方法について考える。また本講座は
幼小連携の観点から小学校教諭も対象とする。

相川　徳孝（人文学部教授） 埼玉県上尾市 6時間 令和2年8月8日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年5月9日～
令和2年5月15日

令02-
30094-
509716号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

東京国際大学 【選択】教育活動とマーケティング

マーケティングは市場対応の科学であるとされ、企業部門だ
けでなく、公共企業体、 病院などの様々な市場分野への適
用が試みられています。教育もひとつの市場として把握され
るならば、教育を受ける顧客市場（児童・生徒・学生）に向け
てのマー ケティング視点による戦略的展開が可能となりま
す。マーケティングの理論成果の教育分野への適用可能性
について、教育現場の専門家である皆さんとともに検討して
いきたいと考えています。

上野　博（商学部教授・副学長） 埼玉県川越市 6時間 令和2年7月30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4月22日

令02-
30096-
507359号

049-232-1112 https://www.tiu.ac.jp/
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東京国際大学
【選択】障害児とどう向き合うか～
自閉スペクトラム症などの発達障
害児を中心に～

現在問題になっている発達障害児や自閉スペクトラム症の
子どもたちと教室内でどう向き合うかといったことを中心に、
障害の理解とその支援の方法について簡単な実習や映像
教材を交えながら講義を行う。世界保健機関（WHO)が発表
したICF（国際生活機能分類）の視点から障害をとらえ、児童
生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、それに対応した
環境作りと教育的支援を行うための基本的な考え方を身に
つけることが狙いとなる。障害児心理の複数の専門教員が
担当する。

小田切　紀子（人間社会学部教授）
高砂　美樹（人間社会学部教授）

埼玉県川越市 6時間 令和2年7月30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4月22日

令02-
30096-
507360号

049-232-1112 https://www.tiu.ac.jp/

東京国際大学

【選択】教師と児童・生徒のカラダ
リセット、ココロリセット～丹田呼
吸法を含むリズム運動とセロトニ
ン神経～

この講習では、身体と心を整える方法としての東洋古来の
丹田呼吸法、また、丹田呼吸法と類似の効果を持つ各種の
リズム運動が、緊張や不安、活気等の気分の変化と関係す
るセロトニン神経という神経を活性化して、カラダとココロをリ
セットさせるということについて、具体的な方法とともに学
ぶ。講習にて習得した内容を持ち帰り、学校現場の活性化
を画策されたい。

麓　正樹（人間社会学部教授） 埼玉県川越市 6時間 令和2年7月31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4月22日

令02-
30096-
507361号

049-232-1112 https://www.tiu.ac.jp/

東京国際大学
【選択】子どもの健康づくりを考え
る～スポーツ食育のススメ～

肥満、やせなど児童・生徒が抱える様々な健康問題の現状
をふまえ、スポーツ活動とともに実践する「スポーツ食育」の
利点と方法論について考えていく。スポーツと栄養を同時に
捉える意義、子どもの食生活・運動に関する最新情報や食
育活動事例の紹介など、栄養、運動、食育の基本をわかり
やすく解説する。また、グループワークや演習を行いなが
ら、スポーツと食育についての理解を深め、教育現場での
応用を検討する。

堀川　昭子（人間社会学部教授） 埼玉県川越市 6時間 令和2年7月31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4月22日

令02-
30096-
507362号

049-232-1112 https://www.tiu.ac.jp/

東京国際大学 【選択】子供の体力向上を考える

子供の体力向上が課題であると言われて久しい。各学校に
おいては、体育・健康に関する指導の趣旨を踏まえて学校
の教育活動全体での取り組みが求められている。そもそも
体力とは何なのか、子供たちにとっての体力向上とはどの
ような意味をもつのか。本講座では、そのような本質的な問
いに様々な角度からせまり、子供たちが運動に親しみなが
ら日常生活において主体的に体力を高める能力を育んでい
く方策を探る。

木原　慎介（人間社会学部専任講師） 埼玉県川越市 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16日～
令和2年4月22日

令02-
30096-
507363号

049-232-1112 https://www.tiu.ac.jp/

東京国際大学 【選択】異文化理解と情報

私たちの毎日の生活の中で、さまざまな異文化に触れる機
会が増えている。グローバル化が更に進む中、多様な文化
を共に理解しあうことが益々重要とされている。本講習で
は、瞬時に情報が飛び交う今の時代において、多文化を理
解し、共生していくための課題と方法を考え、身近な地域社
会等での取り組みを模索する。

湯上　千春（非常勤講師） 埼玉県川越市 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16日～
令和2年4月22日

令02-
30096-
507364号

049-232-1112 https://www.tiu.ac.jp/

日本工業大学
【選択】熱・流体とエネルギー変
換技術

エネルギー変換技術は、化石燃料や自然エネルギーを
人々の生活に有効に利用するために無くてはならない技術
である。そして、その根幹にある学術的分野は、熱力学と流
体力学である。この講習では、熱力学および流体力学の基
礎を再確認しながら、様々なエネルギー変換技術につい
て、事例を基に説明する。

丹澤　祥晃（基幹工学部機械工学科教授）
中野　道王（基幹工学部機械工学科教授）
桑原　拓也（基幹工学部機械工学科准教授）

埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和2年7月29日 教諭

中学校・技術科
の教諭、高等学
校・工業科の教

諭

6,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
30101-
509368号

0480-33-7507
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp

日本工業大学
【選択】電気電子通信技術の現
状と将来

電気電子通信工学の最新技術について講述する。①情報
通信技術（ICT）の中核をなす情報ネットワークを支える基盤
技術について講義する。②無線通信に関する内容として、
移動体通信技術の変遷及び動向やマイクロ波を用いた電
波応用技術について講義する。③スマートグリットや再生可
能エネルギーに関する内容とまたそれらを含む最適化技術
の最近の動向について説明する。

吉野　秀明（基幹工学部電気電子通信工学科
教授）
竹村　暢康（基幹工学部電気電子通信工学科
准教授）
木村　貴幸（基幹工学部電気電子通信工学科
准教授）

埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和2年7月29日 教諭

中学校・技術科
の教諭、高等学
校・工業科の教

諭

6,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
30101-
509369号

0480-33-7507
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp
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日本工業大学
【選択】外国につながる児童生徒
のための日本語支援

「日本語の指導が必要な子供」を取り巻く現状を説明すると
もに、日本語支援の役割と方法について講義する。成長の
過程にある子供にとって、ことばを学ぶことは、学校や社会
生活への適応、認知面での発達、アイデンティティの形成等
の基盤をつくることでもある。このような全人的な支援である
ことを踏まえ、本講義では特に、日常生活場面でのことばの
力の育成に加え、学習場面でのことばの力（思考するため
のことばの力）の育成を目指した日本語支援の事例を解説
する。

河住　有希子（共通教育学群准教授）
埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和2年7月29日 教諭
中学校、高等学
校、中等教育学

校の教諭
6,000円 30人

令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
30101-
509370号

0480-33-7507
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp

日本工業大学
【選択】バイオテクノロジーを実体
験する

遺伝子編集技術やiPS細胞を使った再生医療など、バイオ
テクノロジーの進展は近年めまぐるしいものがある。これら
のバイオテクノロジー技術は、一見、とても難しい技術を必
要とすると思われがちですが、海外では、中高生向けの遺
伝子編集実験キットが販売されているなど、意外と簡単にお
こなうことができる。この講習では、PCR法を用いた『植物の
品種の同定』、細胞膜透過活性を持つタンパク質を使った
『細胞内ドラッグデリバリー技術』について、実際に実験を交
えながら学ぶ。

芳賀　健（基幹工学部応用化学科准教授）
佐野　健一（基幹工学部応用化学科教授）

埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和2年7月30日 教諭

中学校・技術科
の教諭、高等学
校・工業科の教

諭、中学校・高等
学校・中等教育
学校の理科の教

諭

6,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
30101-
509371号

0480-33-7507
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp

日本工業大学
【選択】知能機械技術の現状と将
来

知能機械技術について、発展経緯と現状、将来展望を講義
する。知能機械の代表例は自動車やロボット、産業機械で
ある。ここでは、知能機械制御の基盤である古典・現代制御
技術、コンピュータとともに発展著しい様々な知的制御技
術、近年急速な開発が進む自動車の自動運転について講
義を行う。

鈴木　宏典（先進工学部ロボティクス学科教授）
浦川　禎之（先進工学部ロボティクス学科教授）

埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和2年7月30日 教諭
高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
30101-
509372号

0480-33-7507
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp

日本工業大学 【選択】材料と加工に関する技術

主に中学校技術科担当者のための講座である。従来、対象
材料としては、木材を中心に扱われてきたが、社会生活や
家庭生活の変化に伴い、多用されているアクリルも併用し、
材料と加工法および材料と加工に関する技術を利用した製
作品の設計・製作を扱う。加工に必要な道具などを実際に
活用して、工夫して製作することの喜びや緻密さへのこだわ
りを体験させる指導方法のポイント等に触れる。

森山　富治男（非常勤講師）
長島　佳久（非常勤講師）

埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和2年7月30日 教諭
中学校技術科の

教諭
6,000円 30人

令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
30101-
509373号

0480-33-7507
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp

日本工業大学 【選択】テキスト処理技術

計算機が処理するデータには画像や音声など様々な種類
があるが、その中でも基本的なデータの一つであるテキスト
データの処理技術について講述する。まず、文字のエンコー
ドや形態素など、テキストデータそのものとテキスト処理に
関する基本的な概念を解説する。その上で、業務データ、文
学作品、Webページといった異なるタイプのデータを題材に
用い、それらのデータを「活かす」技術について講義する。

佐藤　進也（先進工学部情報メディア工学科教
授）
大宮　望（先進工学部情報メディア工学科准教
授）

埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和2年7月31日 教諭
高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
30101-
509374号

0480-33-7507
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp

日本工業大学
【選択】ユニバーサルデザインと
ユニバーサルスペース

ユニバーサルデザインとバリアフリー、あるいはユニバーサ
ルスペースなど、表向きは似ていて意味が交錯している専
門用語が近代建築の分野では見受けられます。これらにお
いては人々に利益をもたらす「普遍」の概念がいずれの場
合もめざされている一方、しかし目的が微妙に異なっていて
不思議な世界が展開していると言わざるを得ません。今とい
う時代を客観的に眺める試みをおこない、その様相を改め
て考えてみたいと思います。

西本　真一（建築学部建築学科教授）
野口　祐子（建築学部建築学科教授）

埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和2年7月31日 教諭
高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
30101-
509375号

0480-33-7507
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp
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日本工業大学 【選択】生物育成に関する技術

ここでは、主に中学校技術科担当者や部活動・委員会活動
等指導者のための講座である。生物育成に関する技術を利
用した栽培方法としては、育成する時期や育成に必要な環
境、育成するために必要とする道具・農具・資材（用土類）な
どを実際に利活用して、指導方法の充実と育成指導のポイ
ント等に触れる。さらに、実践的な指導法についても解説す
る。

伊藤　健司（非常勤講師）
埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校技術科の

教諭
6,000円 30人

令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
30101-
509376号

0480-33-7507
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp

植草学園大学
【選択】多様性を踏まえた教育の
在り方

多様性を踏まえた教育の在り方を考えます。その一つとし
て、どの学校でも対応が急務である子どもの貧困問題への
支援についてとりあげます。また、通常の学級におけるコ
ミュニケーションの支援、児童生徒の関係、集団の在り方に
ついて考えます。
堀彰人教授：通常の学級におけるコミュニケーション支援
根本曜子准教授：子どもの貧困と学校教育における支援

堀　彰人（植草学園短期大学　福祉学科　教
授）
根本　曜子（植草学園短期大学　福祉学科　准
教授）

千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月16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5月31日～
令和2年6月5日

令02-
30111-
508187号

043-233-9187
(内線： 2020)

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

植草学園大学
【選択】キャリア発達の視点に基
づく授業づくり及び特別の教育課
程の工夫

新学習指導要領で示された4つのキーワードや児童生徒の
「願い」を踏まえた組織的・計画的な実践、「対話」を重視し
た具体的な事例をもとに、今後の特別な教育的ニーズのあ
る児童生徒に対するキャリア教育の目指すべき方向につい
て深めていきます

菊地　一文（弘前大学大学院　教育学研究科
教授）

千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月17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5月31日～
令和2年6月5日

令02-
30111-
508188号

043-233-9187
(内線： 2020)

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

植草学園大学
【選択】特別な教育的ニーズへの
支援

知的障害教育において、新学習指導要領を踏まえた上で
「教科別の指導」や「各教科等を合わせた指導」の在り方、
一人一人の「自立」を見据えた授業づくりを考えます。また、
ユニバーサルデザインの視点による授業づくりについて考
えていきます。
名古屋恒彦教授：子ども主体の知的障害教育の授業づくり
加藤悦子准教授：ユニバーサルデザインの視点による授業
作り

名古屋　恒彦（発達教育学部　教授）
加藤　悦子（発達教育学部　准教授）

千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月19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5月31日～
令和2年6月5日

令02-
30111-
508189号

043-233-9187
(内線： 2020)

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

植草学園大学
【選択】新しい幼稚園教育要領と
幼児教育のこれから

保育内容「人間関係」に焦点を当て子どもたちの協同的な
遊びや保幼小連携，地域交流等を考えます。また、新幼稚
園教育要領時代・無償化時代に求められる保育者の専門
性とは何か具体的に検討し、幼児教育のこれからを考えま
す。
栗原ひとみ教授：無償化時代に求められる保育者の専門性
北田沙也加助教：人との関わりを支える幼児教育

栗原　ひとみ（発達教育学部　教授）
北田　沙也加（発達教育学部　助教）

千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月17日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 70人
令和2年5月31日～

令和2年6月5日

令02-
30111-
508190号

043-233-9187
(内線： 2020)

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

植草学園大学
【選択】特別な教育的ニーズと言
葉の育ちを考える

発達障害等の特別な教育的ニーズをもつ子どもの行動理
解と支援の実際、保護者との連携について考えます。また、
幼児期の言語発達の特徴を踏まえながら、言葉やコミュニ
ケーションのつまずきについて具体的に検討します。
広瀬由紀准教授：障害のある子どもと保護者の支援
堀彰人教授：言葉の遅れとコミュニケーション支援

広瀬　由紀（発達教育学部　准教授）
堀　彰人（植草学園短期大学　福祉学科　教
授）

千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 70人
令和2年5月31日～

令和2年6月5日

令02-
30111-
508191号

043-233-9187
(内線： 2020)

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

植草学園大学
【選択】子どもの心とからだを動
かす

幼児期の子どもの心身の成長にとって欠かすことのできな
い遊びの意義を再確認します。そして、遊びになくてはなら
ない「おもちゃ」について、具体的・実際的に検討します。ま
た、心とからだを育む運動遊びの魅力について考えます。
植草一世教授：おもちゃと子ども～子どもにとってよいおも
ちゃって何だろう～
松原敬子教授：子どもの心とからだの健康～心とからだを
育む運動あそびの魅力～

植草　一世（植草学園短期大学　福祉学科　教
授）
松原　敬子（植草学園短期大学　福祉学科　教
授）

千葉県千葉市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 70人
令和2年5月31日～

令和2年6月5日

令02-
30111-
508192号

043-233-9187
(内線： 2020)

http://www.uekusa.ac.j
p/
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植草学園大学
【選択】インクルーシブ教育時代
の特別支援教育

通常の学級で行われる自然な支援の在り方について、ユニ
バーサルデザインや合理的配慮を中心に考えます。また、
インクルーシブな教室を実現するための取組について考え
ていきます。 
佐藤愼二教授：通常学級の『特別』 ではない支援教育−ユ
ニバーサルデザインと合理的配慮・保護者との連携−
堀彰人教授：交流及び共同学習と 「心のバリアフリー」

堀　彰人（植草学園短期大学　福祉学科　教
授）
佐藤　愼二（植草学園短期大学　福祉学科　教
授）

千葉県千葉市 6時間 令和2年11月21日 教諭
幼稚園、小学校、
中学校、特別支

援学校教諭
6,000円 80人

令和2年9月27日～
令和2年10月2日

令02-
30111-
508193号

043-233-9187
(内線： 2020)

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

植草学園大学
【選択】「見方を変えて・支援を考
える幼児教育」

子どもの遊びや子ども同士の関係を支える充実した園生
活、特に保育環境をどう整えるのか焦点を当てます。あわ
せて、「『困った』行動は何かに『困っている』状態と受け止め
る」逆転の発想による支援を考えます。
佐藤愼二教授：「困った」子どもではなく、何かに「困ってい
る」子ども
久留島太郎准教授：今日と明日をつなげるための幼児教育
と保育環境

佐藤　愼二（植草学園短期大学　福祉学科　教
授）
久留島　太郎（植草学園短期大学　福祉学科
准教授）

千葉県千葉市 6時間 令和2年11月28日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年9月27日～
令和2年10月2日

令02-
30111-
508194号

043-233-9187
(内線： 2020)

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

江戸川大学
【選択】初等・中等教育(小・中・
高・特)高度化１８時間

　小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教諭向けの
18時間（6時間×3日間）セットの講習で，学校現場で役に立
つ講習です。①学校の業務・活動上で起きる様々なトラブル
の対応と対策を，学校危機管理とクレーム対応から学ぶ。
②学校教育におけるICT活用や教育の情報化について，具
体的に機器や教材に触れて理解を深める。③生徒理解・カ
ウンセリングマインドと学校教育相談について，講義とワー
クショップ等で学びます。

山路　進（メディアコミュニケーション学部　教
授）
高橋　克（メディアコミュニケーション学部　教
授）
山口　敏和（メディアコミュニケーション学部　講
師）
小原　裕二（メディアコミュニケーション学部　講
師）
堀切　忠和（九段富士見法律事務所　弁護士）
八木　徹（メディアコミュニケーション学部　教
授）
杉原　米和（メディアコミュニケーション学部　非
常勤講師）
川合　正（東洋大学　文学部　非常勤講師）

千葉県流山市 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7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

18,000円 80人
令和2年5月7日～
令和2年6月5日

令02-
30112-
509767号

04-7152-9615
https://www.edogawa-
u.ac.jp/

江戸川大学
【選択】幼児教育(幼稚園・特別支
援)高度化１８時間

　幼児教育（幼稚園・特別支援学校等）向けの18時間（6時
間×3日間）セットの講習であり，講義とワークショップで楽し
く学ぶ事が出来ます。講習内容は，１．ことばの宝庫である
絵本や詩を素材に講義とワークショップで学ぶ（６時間）。
２．施設で起きる様々なトラブルに関しての対応と対策を，
危機管理とクレーム対応から学ぶ（６時間）。３．幼児教育最
新事情２つのテーマ（①遊びに学ぶ新要領・指針ーごっこ遊
びの指導計画と評価、②子どもの非認知的な力を読み取る
ための理論的学びとワークショップ、です。

山路　進（メディアコミュニケーション学部　教
授）
浅川　陽子（メディアコミュニケーション学部　教
授）
大塚　紫乃（メディアコミュニケーション学部　講
師）
村上　涼（メディアコミュニケーション学部　准教
授）
熊田　凡子（メディアコミュニケーション学部　講
師）
堀切　忠和（九段富士見法律事務所　弁護士）

千葉県流山市 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭
幼稚園、特別支
援学校　教諭向

け
18,000円 100人

令和2年5月7日～
令和2年6月5日

令02-
30112-
509768号

04-7152-9615
https://www.edogawa-
u.ac.jp/

江戸川大学
【選択】教育の情報化(小・中・高・
特)高度化１８時間

　教育におけるICT活用・教育の情報化について関心のある
教諭を対象（教科「情報」を含む）とした18時間（6時間×3日
間）セットの講習です。次世代の情報社会を生き抜く児童生
徒を育成するために、人としてのモラルを育てながら、最新
の情報技術を自分の問題解決に活用できる人材育成につ
いての指導法を検討します。扱うテーマは，情報モラル，プ
ログラミング，STEM（ロボット・宇宙・放射線），データサイエ
ンス，大学入試などについて，講義とワークショップ形式で
理解を深めます。

山口　敏和（メディアコミュニケーション学部　講
師）
小原　裕二（メディアコミュニケーション学部　講
師）
八木　徹（メディアコミュニケーション学部　教
授）
玉田　和恵（メディアコミュニケーション学部　教
授）
松尾　由美（メディアコミュニケーション学部　講
師）
野村　泰朗（埼玉大学　教育学部准教授）

千葉県流山市 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭

教育の情報化
（教科「情報」を含
む）に関心がある
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

18,000円 30人
令和2年5月7日～
令和2年6月5日

令02-
30112-
509769号

04-7152-9615
https://www.edogawa-
u.ac.jp/

川村学園女子大
学

【選択】特別支援教育

学校現場では発達障害をはじめとして、障害のある方々へ
の合理的配慮が求められる時代となった。
そこで、本講習では、発達障害についての理解とその対応
を含め、その基本となる特別支援教育法の基礎と基本を学
び直し、特別支援教育の教育課程と教育方法の考え方を改
めて学ぶ。

向野　光（教育学部 児童教育学科教授）
千葉県我孫子
市

6時間 令和2年8月5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 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30114-
507950号

04-7183-5535
https://www.kgwu.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

川村学園女子大
学

【選択】教材研究に役立つ日本文
化セミナー

本講習では、国語科学習指導要領の内容を踏まえ、国語を
指導する際の背景的知識となる古典文学、近代文学、日本
語学、民俗学等、日本文化に関する講義を行う。古典文学
では「物語文学とその周辺」、近代文学では「近代文学の発
生と発展」、日本語学では「日本語の語彙・文法等の歴史的
変遷」、民俗学では「言語文化の消失に対する日本および
国際社会の取り組みについて」を講義する。

長崎　靖子（文学部 日本文化学科 教授）
山名　順子（文学部 日本文化学科 准教授）
千野　裕子（文学部 日本文化学科 講師）
伊藤　純（文学部 日本文化学科 講師）

千葉県我孫子
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 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30114-
507951号

04-7183-5535
https://www.kgwu.ac.jp
/

川村学園女子大
学

【選択】小学校理科・生活科・プロ
グラミング教育

小学校プログラミング教育に対応したMESH、Scratch等の
実践例を紹介し、体験する講習とします。理科の内容に関し
て、プログラミングを取り入れた授業内容である「電気の利
用」に関する内容を扱います。生活科では、進化や環境に
関する授業を紹介し、Scratch Jr.を用いた授業例を体験す
る内容です。

加藤　美由紀（教育学部 児童教育学科 准教
授）

千葉県我孫子
市

6時間 令和2年8月5日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30114-
507952号

04-7183-5535
https://www.kgwu.ac.jp
/

川村学園女子大
学

【選択】幼児の造形表現

幼児の造形活動におけるいろいろな材料とのかかわり、自
然環境とのかかわり、人との相互交流により豊かなイメージ
を広げ表現するために過程を大切にしながら教師としての
見方、感じ方、楽しみ方を学びます。五感を働かせて実際に
手を動かすことで、基本的な絵の具、クレヨン、色鉛筆、紙
素材などそれぞれの材料の特徴や技法をあらためて習得し
実践的指導力を培います。

竹内　啓（教育学部 幼児教育学科教授）
千葉県我孫子
市

6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30114-
507953号

04-7183-5335
https://www.kgwu.ac.jp
/

川村学園女子大
学

【選択】教材研究に役立つ英語セ
ミナー

小学校、中学校、高等学校で英語を指導する際の背景的知
識となる英文学、英米文化、英語学に関する講義をする。批
評理論による「ハリー・ポッター」読解と文学理解の意義、ア
フタヌーンティから読み解く英国（産業革命、植民地、国民的
飲み物としての紅茶）、トランプ政権のメディア戦略及び歴代
米大統領のメディア利用、ことばの裏にある発話者の意図と
その理解のしかたについて講義する。

小山　久美子（文学部 国際英語学科教授）
菱田　信彦（文学部 国際英語学科教授）
小泉　朝子（文学部 国際英語学科准教授）
倉林　直子（文学部 国際英語学科准教授）

千葉県我孫子
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
教諭（英語）向け

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30114-
507954号

04-7183-5535
https://www.kgwu.ac.jp
/

川村学園女子大
学

【選択】小学校低学年を中心とす
る音楽科・表現領域に関する指
導法（鍵盤ハーモニカ指導を含
む）

本講習の前半では、教科書教材などを扱って小学校低学年
で使用することが多い鍵盤ハーモニカの指導の課題や問題
点の検討、ならびに指導法についての講義および演習を行
います（鍵盤ハーモニカ持参必須）。
　後半は、鍵盤ハーモニカ以外の小学校低学年を中心とす
る表現領域に関する指導法や工夫を体験的に学習します。
なお、本講習では音楽専科の教員でなくても小学校の音楽
科の授業で実践しやすい指導法や工夫を取り上げる予定で
す。

奥田　順也（教育学部 児童教育学科 講師）
千葉県我孫子
市

6時間 令和2年8月6日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 25人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30114-
507955号

04-7183-5535
https://www.kgwu.ac.jp
/

川村学園女子大
学

【選択】幼児教育の動向と課題

2017年に保育の三法令が改定され、施行されて3年が経とう
としています。幼稚園教育要領においては、幼児期の見方
考え方、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿、カリキュラ
ム・マネジメントなどの方向性が示され、新たな観点から幼
児教育を捉え実践する力が求められている。本講習では、
新たな制度・政策を抑えながら、教育実践の課題を具体的
に検討していく。

近藤　千草（教育学部 幼児教育学科　教授）
千葉県我孫子
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16日～
令和2年6月30日

令02-
30114-
507956号

04-7183-5535
https://www.kgwu.ac.jp
/

川村学園女子大
学

【選択】カリキュラム・マネジメント
と学校経営

新しい学習指導要領のキーワードのひとつであるカリキュラ
ム・マネジメントとは何か。なぜ，何のためにカリキュラム・マ
ネジメントを学校経営の主たる手段として確立していかなけ
ればならないのか。個業ではなく組織としての学校経営を推
進するための考え方を，現場の事例を通して学んでいきま
す。

田中　聡（教育学部 児童教育学科教授）
千葉県我孫子
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、
高等学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30114-
507957号

04-7183-5535
https://www.kgwu.ac.jp
/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

川村学園女子大
学

【選択】小学校体育ボール運動系
領域の授業づくり・単元づくり

新学習指導要領の要点と改善点を改めて確認した上で、指
導要領解説における指導内容に沿ったボール運動系領域6
学年の系統性を考える。その後、実技研修でいくつかの教
材を実際に体験する場を設ける。またグループワークとし
て、ボール運動系領域における単元計画案を作成し、発表
し合う活動を行う。

松本　祐介（教育学部 児童教育学科 准教授）
千葉県我孫子
市

6時間 令和2年8月6日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 25人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30114-
507958号

04-7183-5535
https://www.kgwu.ac.jp
/

川村学園女子大
学

【選択】子どもの主体的な運動実
践に向けた環境構成

本講習では、幼稚園教育において、子どもが主体的に多様
な動きを経験できるようにするための、運動の指導方法や
環境構成の方法について、実技講習およびグループワーク
を含む演習を通じて学ぶことを目的とする。また、現代の子
どもが抱える運動能力に関する課題を踏まえた上で、新幼
稚園教育要領における運動指導の考え方について概説す
る。

古屋　朝映子（教育学部 幼児教育学科 准教
授）

千葉県我孫子
市

6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30114-
507959号

04-7183-5535
https://www.kgwu.ac.jp
/

川村学園女子大
学

【選択】性の多様性と学校教育－
子どもの人権保障の視点から－

近年、学校教育現場では、性同一性障害を含めセクシュア
ル・マイノリティの幼児児童生徒への対応が求められてい
る。本講習では、「性の多様性」を理解するために必要な基
礎的・基本的知識を学習し、具体的な事例から学校や園で
の対応について考える。その際、「性の多様性」を教材とし
た道徳科の授業実践を紹介し、子どもの性的権利保障とし
ての人権教育・道徳教育について学習を進める。

内海﨑　貴子（教育学部 児童教育学科 教授）
千葉県我孫子
市

6時間 令和2年8月7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 60人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30114-
507960号

04-7183-5535
https://www.kgwu.ac.jp
/

川村学園女子大
学

【選択】教材研究に役立つ世界史
セミナー

現行の学習指導要領が世界史Bのカリキュラムにおいて重
視する「主題学習」について、その現状と課題について論ず
る。その上で、高校生が世界史の展開を理解する上で重要
と思われる諸問題について、東洋史（主に西アジア／イス
ラーム史）と西洋史の分野から、近年新しく追加されたいくつ
かのテーマを選び、中学、高校で主題学習を開講する上で
の一助とする。

辻　明日香（文学部 史学科准教授）
大西　克典（文学部　史学科准教授）

千葉県我孫子
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）向

け

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30114-
507961号

04-7183-5535
https://www.kgwu.ac.jp
/

川村学園女子大
学

【選択】小学校国語科教育の新し
い展開

令和2年度4月から、新教育課程の全面実施となります。今
回の改定の内容を反映した授業の在り方を考えていきま
す。１コマ目は「知識・技能」を中心に、2コマ目は「思考力・
判断力・表現力等」の「Ｃ読むこと」から「文学的な文章」を中
心に、3コマ目は同じく「C読むこと」から「説明的な文章」を中
心に、4コマ目は「思考力・判断力・表現力等」の「A話すこと・
聞くこと」「B書くこと」を中心に、具体的な学習材を用いて
ワークショップ形式で提案します。

寺岡　聡志（教育学部 児童教育学科准教授）
千葉県我孫子
市

6時間 令和2年8月7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6月30日

令02-
30114-
507962号

04-7183-5535
https://www.kgwu.ac.jp
/

川村学園女子大
学

【選択】領域「表現」と幼児の音・
音楽遊び

2017(平成29)年に改訂された幼稚園教育要領の領域「表
現」の主な改訂点を概説し，改訂点の一つである「自然の中
にある音，形，色」「様々な素材や表現の仕方」について解
説する。本講習では乳幼児期の音楽的表現の在り方を考察
し、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿＜豊かな感性と表
現＞を理解する。また、幼児の音楽的表現を支える教材や
環境構成の工夫を講義および実技を通して理解し、保育の
中で活かせる力を養う。

古山　律子（教育学部 幼児教育学科 准教授）
千葉県我孫子
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16日～
令和2年6月30日

令02-
30114-
507963号

04-7183-5535
https://www.kgwu.ac.jp
/

秀明大学
【選択】小学校体育授業における
走動作の改善について

発育発達に応じた運動技能の習得及び、小学校体育にお
ける走動作の改善について、講義と実技を踏まえた講習を
行います。
（準備物：運動できる服装、体育館シューズ、外履き、タオ
ル、水分補給できる物等）

大賀　圭造（学校教師学部専任講師）
千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月11日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭（保体）

6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508917号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/

秀明大学
【選択】電子黒板と電子教科書
（初級）

本講座では、学校教育の現場で導入が進みつつある「電子
黒板」と、タブレット型PCを活用した「デジタル教科書」につ
いての解説を行います。講義の後半ではこれらの機材と、
教室システムを用いた授業研究を実習方式で行います。

大塚　時雄（英語情報マネジメント学部教授）
千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月11日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 15人

令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508918号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/
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秀明大学
【選択】結び目を使った算数・数
学的活動

結び目理論は、DNAや高分子化合物との関連が注目されて
いる比較的新しい数学であるが、ネクタイの結び方やロープ
の結び目など身近なテーマのため、児童・生徒にも親しみや
すい。結び目と素数との関係や、図形に対する合同・相似よ
り緩い同値関係である「同相」などに触れながら、児童・生徒
と教室で行うことができる様々な工作・実験を実際に行い、
紹介する。また、結び目理論から生まれた「領域選択ゲー
ム」の攻略法を考える。

大山口　菜都美（学校教師学部専任講師）
千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月12日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭（数学）
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508919号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/

秀明大学
【選択】探究活動の指導と評価の
方法

新学習指導要領が育成を目指す児童生徒の３つの資質・能
力は、探究的な活動によって効果的に育成することができる
と考えられる。
本講座では、参加教員が探究活動を自ら実践することに
よって、その指導と評価に必要な様々なノウハウを理解し、
実践的な指導方法とその評価方法を学ぶことを目指すもの
である。
本講座で扱う探究の題材は、本学の講義（理数探究演習）
で扱った理科と数学（算数）に関するものであるが、総合的
な学習（探究）の時間での指導も視野に入れて講習をおこな
う予定である。

大山　光晴（学校教師学部特任教授）
千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月13日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭（数学・理

科）

6,000円 24人
令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508920号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/

秀明大学 【選択】学童期のメンタルサポート

学童期のメンタリティーの問題には発達障害と思われるもの
が多いことに気付かされる。心の問題には、睡眠、身体機
能、栄養状態も深く関わる。そのような観点から養護教諭、
栄養教諭も対象とする。この講義では、発達障害に伴う行
動に対してそれぞれの教員がどのように生徒と向き合い問
題に対処できるのかを対話形式で考えていく。

香月　毅史（看護学部教授）
千葉県八千代
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 40人
令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508921号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/

秀明大学
【選択】キャリア教育とキャリア支
援・開発

新学習指導要領総則にキャリア教育の概要が記載された。
クラス全体には「キャリアガイダンス」、個々の学生には
「キャリアカウンセリング」を行うことになる。
国家資格キャリアコンサルタント、CDA資格、日本キャリア教
育学会認定キャリアカウンセラー、初級教育カウンセラー
（日本教育カウンセラー協会）を保有する講師が、分かりや
すくキャリア教育と各学生のキャリア支援と教職者自身の
キャリア開発方法について講義する。

神崎　秀嗣（看護学部教授）
千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月11日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭
6,000円 20人

令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508922号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/

秀明大学
【選択】生活習慣病における医療
と教育の連携

生活習慣病による健康障害が予測される或いは管理を必
要とする幼児と学童の模擬事例を取り上げ、保育や教育の
現場で求められる医療関係職と教育関係職との連携につい
て考える内容である。現在、生活習慣病は幼児期から取り
組まなければならない問題となっている。幼児・児童にとっ
て生活に大半の時間を過ごす場で健康を守りながら保育・
教育に当たるために、医療関係職との連携の取り方につい
て考えていく観点から養護教諭・栄養教諭も対象となる。

鈴木　育子（看護学部准教授）
千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月11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 20人
令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508923号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/

秀明大学
【選択】即戦力！WEBアンケート
の作成と活用

本講座ではGoogleFormによるアンケートの作成、および、統
計学基本を活用した分析方法を学びます。また、LINEを使っ
た連絡網の作成等、現場教員の即戦力となる最先端の情
報処理技術の取得を目指します。

田島　博之（観光ビジネス学部准教授）
千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月13日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭
6,000円 15人

令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508924号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/

秀明大学
【選択】オペレーションズリサーチ
入門

OR（OperationsReserch）とは、社会における問題に着目し、
数学やコンピュータを使って解決していくための様々な手法
のことです。
本講座では、学校生活における身近な問題に着目し、代表
的なORの演習を行います。

田島　博之（観光ビジネス学部准教授）
千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月11日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭
6,000円 15人

令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508925号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/
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秀明大学
【選択】日本法制史（法と裁判の
歴史）

本講義では小学校・中学校・高等学校で学ぶ「日本史」を法
学の視点から深化させ、日本の「法と裁判」がどのような過
程を経て発展してきたかを概観します。
古代から現代にいたる「法と裁判」の歴史について学修する
ことで現行の法令や裁判制度についての理解を深めていき
ます。
同時に日本が現在抱えている外交問題及び人権問題の歴
史的側面についても学修します。
さらに、問題解決の糸口はどこにあるのかクラスで討論を行
います。

中網　栄美子（学校教師学部特任講師）
千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月12日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭（社会）
6,000円 30人

令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508926号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/

秀明大学
【選択】法情報調査（リーガル・リ
サーチ）

本講義は「情報」分野の中でも特に「法情報」を取り上げま
す。法令や判例・学説、文献等を検索・整理・分析する技法
を学びます。
法は人間社会のあらゆる分野に及んでおり、法情報を上手
に利活用する術を身に着けることが教員にも求められます。
単なる法学知識の暗記ではなく、社会の変化に対応し、自
身で法情報を更新していく能力を培います。
※犯罪心理（と法）の観点から養護教諭、食品表示（と法）の
観点から栄養教諭も対象とします。

中網　栄美子（学校教師学部特任講師）
千葉県八千代
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 30人
令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508927号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/

秀明大学
【選択】無人航空機（ドローン）概
論

無人航空機（ドローン）の活用は「空の産業革命」とも言わ
れ、空撮、測量、点検、物流、農薬散布、人命救助など、
様々な分野で期待されており、教育分野においても期待さ
れるところである。しかし、利用者の増加とともに、法令の理
解不足による違反のほか、操縦ミスによる事故が問題に
なっている。本講座は、安全に運用するための必要な知識
のほか、操縦体験によって、新しい産業への理解を深める
ことを目的とする。

原田　輝俊（英語情報マネジメント学部専任講
師）

千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月12日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭
6,000円 10人

令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508928号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/

秀明大学
【選択】入門 エクセル関数とプロ
グラミング

本講習では、エクセルの関数とエクセルのプログラミングに
ついての基礎を学修します。
エクセルは業務で最も使われるアプリケーションであり、関
数やプログラミングが少しでもできるだけで、格段に仕事の
スピードが上がります。
本講習では、基礎部分に焦点を当て、関数の使い方とエク
セルのプログラミングの可能性について考察していきます。

松山　宏樹（英語情報マネジメント学部専任講
師）

千葉県八千代
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
校教諭、高校教

諭

6,000円 15人
令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508929号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/

秀明大学 【選択】円にまつわる数学

この講習では、円をテーマに関連する算数・数学を扱う。
円周率の歴史の紹介や、円周率の近似値3.14を得るための
計算や実験・工作、発展的な数学の紹介なども行う。
小学生ができるレベルの実験から高校生以上の学力を必
要とするものまで、多くの人が楽しめるような内容を取り上
げる。

小田切　真輔（学校教師学部専任講師）
恩田　健介（学校教師学部専任講師）

千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月11日 教諭
中学校教諭、高
校教諭（数学）

6,000円 20人
令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508930号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/

秀明大学
【選択】慢性疾患の子どもの学校
における支援

幼稚園、小・中・高等学校の通常学級でよく見られる慢性疾
患の病態や子どもの置かれている状況を理解し、養護教
諭、担任教員に求められる配慮や支援、緊急時の具体的な
対応について学ぶ。
食物アレルギーの子どもへの配慮等の内容を含むことから
栄養教諭も対象とする。
さらに子どもが学校で友だちや先生とともに、安全で楽しく
有意義な生活を送るための教育・家族・医療の三者の連携
のあり方や方法について考える。

飯村　直子（看護学部教授）
金丸　友（看護学部専任講師）
原　加奈（看護学部助教）

千葉県八千代
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 6,000円 30人
令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508931号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/
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秀明大学
【選択】授業に活用できる生物学
の実験

本講習では、生物学分野から選んだ２つのテーマについ
て、参加者が実験・実習を行う。２つのテーマのうち１つは動
物の体のつくりと働きに関連したもの（標本の作成のコツや
授業での扱い方など）を中心とし、もう１つは昨今発展が著
しい分子生物学に関連したものを行う予定である。これらは
いずれも、学校での理科教育の現場を意識した内容とす
る。

寺前　洋生（学校教師学部准教授）
千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月12日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭（理科）
6,000円 16人

令和2年5月11日～
令和2年6月26日

令02-
30119-
508932号

047-488-2132
(内線： 372)

https://www.shumei-
u.ac.jp/

淑徳大学
【選択】小学校教諭対象講座「教
育内容の充実」

小学校教諭を対象とし、学校現場で役立つ指導や活動につ
いて演習等を通して理解を深める。具体的には、「キャリア
教育」に関するもののほか、各教科のアクティブラーニング
を取り入れた指導方法や教材研究についても考察する。

松澤　勇治（教育学部　非常勤講師）
長谷川　勝久（教育学部　非常勤講師）
髙橋　多喜子（教育学部　非常勤講師）
加藤　尚裕（教育学部　教授）
岡野　雅一（教育学部　教授）
松原　健司（教育学部　教授）
松家　麻記子（教育学部　准教授）
重枝　洋（教育学部　非常勤講師）
寺田　倫子（武蔵野大学　非常勤講師）

埼玉県入間郡
三芳町

18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭 小学校教諭向け 18,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月29日

令02-
30120-
507486号

049-274-1511
http://www.shukutoku.
ac.jp/

帝京平成大学
【選択】児童・生徒の運動・スポー
ツ活動現場における安全管理

児童・生徒が授業時、課外時に様々な怪我や事故に遭遇す
る時がある。その際、教師として落ち着いて対応することが
重要である。学校現場においてスポーツ活動中に発生して
いる怪我や事故の現状を理解すると共に、心停止や重症頭
頚部外傷など生命に直接影響を及ぼす事故を中心に、具体
的な活動を通しながら配慮しなければならないこと等を学ん
でいく。

砂川　憲彦（現代ライフ学部　教授）
大垣　亮（現代ライフ学部 講師）

千葉県市原市 6時間 令和2年8月13日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・中
学校教諭（全教
科）・養護教諭

6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
30129-
507558号

03-5860-4716
(内線： 1179)

http://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学
【選択】子どもに確かな力をつけ
る社会科の授業づくり

新学習指導要領の改訂のポイントについて理解を深めると
ともに、小・中学校の社会科のこれからの新しい授業づくり
や指導上の留意点などについて、演習も交えながら学んで
いきます。特に「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラー
ニング）」の視点からの授業改善の在り方について理解を深
め、実践的指導力の一層の向上を目指します。

髙橋　武郎（現代ライフ学部　准教授） 千葉県市原市 6時間 令和2年8月13日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（社会）

6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
30129-
507559号

03-5860-4716
(内線： 1179)

http://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学
【選択】理科における資質・能力
を育成する学習指導の在り方

教師が理科教育の楽しさや有用感を実感し、児童・生徒とも
に、学びを広げる授業を展開することが大切である。本講習
では、観察・実験を中心とした研修を行い教師力を高める。
内容は、前半に「人の体のつくりと働き」を中心に、研修を行
う。後半には「理科のものづくり」を中心に研修を行う。また、
安全な授業の在り方についても講習する。

永田　学（現代ライフ学部　教授）
船尾　聖（現代ライフ学部　教授）

千葉県市原市 6時間 令和2年8月13日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科）

6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
30129-
507560号

03-5860-4716
(内線： 1179)

http://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学
【選択】特別の支援を必要とする
子どもの理解

特別支援教育の対象である児童生徒について理解を深め
る講習内容です。特に、読み書きの困難さや注意集中の苦
手さ等がある児童生徒の心理面や教育的支援方法を探る
ために演習を通して学びます。LD・ADHD等の心理的疑似
体験プログラム第3版を活用してグループでの話し合い活動
を中心に行います。

鶴田　敦司（現代ライフ学部　講師） 千葉県市原市 6時間 令和2年8月14日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭（全教

科）、特別支援学
校教諭、養護教

諭

6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
30129-
507561号

03-5860-4716
(内線： 1179)

http://www.thu.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

帝京平成大学
【選択】生活をよりよくする力を育
む家庭科教育

これからの時代を生き抜いていく子どもたちがより豊かに暮
らせるための家庭科教育について、グループワークを取り
入れながら展開します。家庭科の授業を行う上での疑問点
や困難な点、工夫点などを共有し、よりよい授業づくりにつ
いて考えます。また、暮らしの器となる「住まい」の分野に焦
点をあて、領域を超えた授業展開について検討します。
日々の生活の中に取り入れられる防災教育の具体事例に
ついても紹介しながら具体的に指導します。

植田　真理子（現代ライフ学部　講師） 千葉県市原市 6時間 令和2年8月14日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（家庭）

6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
30129-
507562号

03-5860-4716
(内線： 1179)

http://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学
【選択】楽しく取り組もう！小学校
英語

2020年から小学校での英語教育は、高学年は教科化される
という新しい段階に入りました。英語を得意とする人・英語を
好きな人も、そうでない人も・・・楽しみと同時に不安もあるこ
とと思います。この講座では、小学校英語をどのように考
え、どのように進めていくか、そして、小学校英語から中学
校段階での英語教育への接続についても踏まえながら理解
を深めていきます。そして、何よりも皆さんで英語を”楽しみ
ながら”、教える側と学ぶ側双方の視点から小学校英語の
授業実践について学ぶことをねらいとします。

伊藤　静香（現代ライフ学部　准教授） 千葉県市原市 6時間 令和2年8月14日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（英語）

6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
30129-
507563号

03-5860-4716
(内線： 1179)

http://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学
【選択】主体的・対話的で深い学
びを追究する算数・数学科授業

子どもたちが、算数・数学を学ぶ意欲を高めたり、学ぶこと
の意義や有用性を実感したりするためには、どのような授業
が望まれるのだろうか。数学的な課題の発見と解決に向け
て話し合いを取り入れて、主体的・対話的に学ぶ学習方法、
いわゆるアクティブラーニングに基づいた授業について検討
する。

中村　昌平（現代ライフ学部　准教授）
浜崎　美保（現代ライフ学部　教授）

千葉県市原市 6時間 令和2年8月17日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（数学）

6,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月22日

令02-
30129-
507564号

03-5860-4716
(内線： 1179)

http://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学
【選択】子どもが楽しさを実感でき
る体育授業のあり方

近年、子どもの体力・運動能力の低下や二極化が問題とさ
れています。子どもが意欲を持ち、運動に取り組むことの大
切さが指摘されています。本講習においては、子どもが楽し
さを実感しながら、自ら取り組むことのできる体育授業のあ
り方について、理論と実践から取り組みます。

鈴木　邦明（現代ライフ学部　講師） 千葉県市原市 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6月1日～
令和2年6月22日

令02-
30129-
507565号

03-5860-4716
(内線： 1179)

http://www.thu.ac.jp/

東京成徳大学
【選択】子どもと教師のメンタルヘ
ルス

近年、家庭的な背景やメンタルヘルスの課題を抱え、支援
を必要としている児童生徒が増加しています。本講習では、
虐待、不登校傾向の児童生徒のメンタルヘルスを中心に、
外部機関との連携、スクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカーとの協働の仕方等について学びます。また、
喫緊の課題となっている教師のメンタルヘルスの理解と対
策について、講義やワークを通して学びます。

関谷　大輝（応用心理学部准教授）
宮村　りさ子（応用心理学部助教）

千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・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16日～
令和2年6月30日

令02-
30133-
507782号

047-488-7113 http://www.tsu.ac.jp/

東京成徳大学
【選択】いじめ問題を中心とした
学級経営の理論と実践

「いじめ」問題に関する近年の議論を中心に、生徒指導・学
級経営の理論と実践を学ぶことを目的とします。理論編で
は、近年の政策動向を確認するとともに、調査実証データや
理論を用いて、いじめの原因・過程に関する議論を多角的
に概観します。実践編では、生徒の多様性を尊重し変化を
受け入れることができる秩序を作るとともに、個人、学級集
団としての成長を目指す構成的グループエンカウンター等
の実践的な指導方法を学びます。

石﨑　一記（応用心理学部教授）
堤　孝晃（人文学部准教授）

千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月20日
教諭

養護教
諭

小・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16日～
令和2年6月30日

令02-
30133-
507783号

047-488-7113 http://www.tsu.ac.jp/

東京成徳大学
【選択】特別なニーズのある児童
生徒の理解と具体的な支援

学校には、多様な実態の児童生徒が在籍しており、いずれ
の学校種においても特別支援教育への理解と個のニーズ
に応じた支援は必須事項となっています。本講習では、特
別支援教育の動向を概観した上で、発達障害、知的障害の
ある児童生徒を中心に、個のニーズを理解する視点と支援
の方法、集団における支援について講義やワークを通して
学びます。

別府　さおり（応用心理学部准教授）
千葉県八千代
市

6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・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 20人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30133-
507784号

047-488-7113 http://www.tsu.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

放送大学
【選択】カリキュラム・マネジメント
と学校経営

学校という組織をマネジメントすることの意義と課題につい
て理解を深めるとともに、学校にカリキュラム・マネジメント
が求められる背景を明らかにする。「社会に開かれた教育
課程」、カリキュラム・マネジメント、アクティブ・ラーニング、
チーム学校、健康的な学校づくり、働き方改革、危機管理、
コミュニティ・スクールなどをキーワードにして、学習指導要
領改訂を中心にした教育改革に向き合う学校のマネジメント
とリーダーシップの在り方を探る。

天笠　茂（千葉大学　特任教授）
田村　学（国学院大学　教授）
加藤　崇英（茨城大学　准教授）
高橋　浩之（千葉大学　教授）
風岡　治（愛知教育大学　准教授）
星　幸広（千葉大学　ジェネラルサポーター）
浜田　博文（筑波大学　教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和2年7月14日～
令和2年8月23日

教諭
養護教

諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 12,000人
令和2年4月16日～
令和2年5月21日

令02-
30138-
508782号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学 【選択】環境教育の実践

環境教育とは，今の地球の変わりゆく状況を学び，未来の
地球の姿を共有し，どのように生きるかを考えるという人間
を育成するという「生き方教育」であるとも言える。環境問題
は，広い視野でとらえなくてはならないから，学校教育では
総合的な学習の時間をはじめ理科や社会科などの横断的・
総合的な内容としてとらえなくてはならない。そこで，環境教
育のあり方や発達段階における進め方等を中心に，具体的
な実践事例を紹介し，学校での進め方を考えていく。

河合　明宣（教養学部教授）
岡田　光正（教養学部教授）
大島　修（群馬県太田市立沢野中央小学校　校
長）
中島　啓治（群馬県地球温暖化防止活動推進
センター　センター長）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和2年7月14日～
令和2年8月23日

教諭
養護教

諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 12,000人
令和2年4月16日～
令和2年5月21日

令02-
30138-
508783号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学
【選択】幼児教育の最新事情と展
望

幼児期の教育に関する最新動向を、８回のトピックとして扱
い、子どもの発達の最新動向と保育の質向上に関わる制度
政策、カリキュラム、実践や連携に関して取り上げる。学校
種に関わらず広く幼児教育についての理解を深めていただ
く観点から、幼稚園教諭以外も対象とする。

秋田　喜代美（東京大学　大学院教授）
無藤　隆（白梅学園大学　大学院特任教授）
野澤　祥子（東京大学　大学院准教授）
遠藤　利彦（東京大学　大学院教授）
浅井　幸子（東京大学　大学院准教授）
村上　祐介（東京大学　大学院准教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和2年7月14日～
令和2年8月23日

教諭
養護教

諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 12,000人
令和2年4月16日～
令和2年5月21日

令02-
30138-
508784号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学
【選択】教育政策と学校の組織的
対応

教育政策と学校の組織的対応について、その具体的実践
例を示しつつ解説する。それを学ぶことによって、学校現場
で直面する諸問題について、組織的な対応を日常的に工夫
し、積極的に実践していく力のより一層の向上をめざす。

小川　正人（教養学部教授）
市川　伸一（東京大学大学院　客員教授）
小松　郁夫（京都大学　特任教授）
伊藤　亜矢子（お茶の水女子大学　准教授）
葉養　正明（文教大学　教授）
坂田　仰（日本女子大学　教授）
渡邉　正樹（東京学芸大学　教授）
藤田　英典（共栄大学　教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和2年7月14日～
令和2年8月23日

教諭
養護教

諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 12,000人
令和2年4月16日～
令和2年5月21日

令02-
30138-
508785号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学
【選択】小学校外国語教育教授
基礎論

小学校教員等、外国語活動・外国語の授業の指導力を付け
たい方を対象に、指導法の理論と実践を学ぶ科目である。
より高度な英語力を身に付けるために、小学校外国語教育
が果たす役割や具体的な授業づくりについて解説する。学
校種に関わらず広く小学校外国語教育についての理解を深
めていただく観点から、小学校教員以外も対象とする。

直山　木綿子（国立教育政策研究所　教育課程
調査官）
粕谷　恭子（東京学芸大学　教授）
大城　賢（琉球大学　教授）
大里　弘美（比治山大学　准教授）
山田　誠志（国立教育政策研究所　教育課程調
査官）

インターネット 6時間
令和2年7月14日～
令和2年8月23日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭及び中
学校・高校の英

語教諭

6,000円 12,000人
令和2年4月16日～
令和2年5月21日

令02-
30138-
508786号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学
【選択】情報社会に対応した学校
教育

児童生徒を取り巻く今日の社会の情報環境の中で、学校教
育もそれらを無視することは出来ない。この講義では、情報
社会全体を把握した上で、授業・生徒指導における情報手
段の活用の考え方と事例、初等中等教育段階での情報教
育・情報モラル教育・養護教諭等による心のケア、校務の情
報化、そして教育行政の動向という視点から情報社会に対
応した学校教育・生徒指導について学ぶ。

中川　一史（教養学部教授）
寺嶋　浩介（大阪教育大学大学院　准教授）
松下　幸司（香川大学　准教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和2年7月14日～
令和2年8月23日

教諭
養護教

諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 12,000人
令和2年4月16日～
令和2年5月21日

令02-
30138-
508787号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

放送大学 【選択】生徒指導と教育相談

生徒指導と教育相談にとっての基本である児童生徒理解と
教師生徒関係についての理解を図るために、児童生徒の発
達上の行動傾向や性格特性および許容的な相互理解に基
づく教師生徒関係の形成について述べる。その上で発達上
の問題行動として非行、不登校、いじめ、さらにネットいじめ
を取り上げ、その社会的心理的背景を明らかにして教師の
チームによる実践的・組織的な指導・助言・援助を中心とし
た教育相談活動について解説する。

住田　正樹（客員教授）
今津　孝次郎（愛知東邦大学　教授）
伊藤　亜矢子（お茶の水女子大学　准教授）
伊藤　美奈子（奈良女子大学　教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和2年7月14日～
令和2年8月23日

教諭
養護教

諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 12,000人
令和2年4月16日～
令和2年5月21日

令02-
30138-
508788号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学 【選択】スクールカウンセリング

児童生徒のこころの健康と、保護者への支援、先生方との
連携を目指して、スクールカウンセラーは活動している。本
講義では、教師に身につけてもらいたいカウンセリングマイ
ンド、スクールカウンセリング活動についての理解、教師と
スクールカウンセラーの連携などについて紹介し、不登校、
いじめ、自殺という３つの課題について考える。

倉光　修（教養学部教授）
嘉嶋　領子（かしまえりこ心理室　代表）
香川　克（京都文教大学　教授）
坂上　頼子（オフィスかけはし　主宰）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和2年7月14日～
令和2年8月23日

教諭
養護教

諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 12,000人
令和2年4月16日～
令和2年5月21日

令02-
30138-
508789号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学
【選択】カリキュラム・マネジメント
と学校経営

学校という組織をマネジメントすることの意義と課題につい
て理解を深めるとともに、学校にカリキュラム・マネジメント
が求められる背景を明らかにする。「社会に開かれた教育
課程」、カリキュラム・マネジメント、アクティブ・ラーニング、
チーム学校、健康的な学校づくり、働き方改革、危機管理、
コミュニティ・スクールなどをキーワードにして、学習指導要
領改訂を中心にした教育改革に向き合う学校のマネジメント
とリーダーシップの在り方を探る。

天笠　茂（千葉大学　特任教授）
田村　学（国学院大学　教授）
加藤　崇英（茨城大学　准教授）
高橋　浩之（千葉大学　教授）
風岡　治（愛知教育大学　准教授）
星　幸広（千葉大学　ジェネラルサポーター）
浜田　博文（筑波大学　教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和3年2月1日～
令和3年2月28日

教諭
養護教

諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 5,000人
令和2年10月23日～
令和2年11月20日

令02-
30138-
508790号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学 【選択】環境教育の実践

環境教育とは，今の地球の変わりゆく状況を学び，未来の
地球の姿を共有し，どのように生きるかを考えるという人間
を育成するという「生き方教育」であるとも言える。環境問題
は，広い視野でとらえなくてはならないから，学校教育では
総合的な学習の時間をはじめ理科や社会科などの横断的・
総合的な内容としてとらえなくてはならない。そこで，環境教
育のあり方や発達段階における進め方等を中心に，具体的
な実践事例を紹介し，学校での進め方を考えていく。

河合　明宣（教養学部教授）
岡田　光正（教養学部教授）
大島　修（群馬県太田市立沢野中央小学校　校
長）
中島　啓治（群馬県地球温暖化防止活動推進
センター　センター長）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和3年2月1日～
令和3年2月28日

教諭
養護教

諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 5,000人
令和2年10月23日～
令和2年11月20日

令02-
30138-
508791号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学
【選択】幼児教育の最新事情と展
望

幼児期の教育に関する最新動向を、８回のトピックとして扱
い、子どもの発達の最新動向と保育の質向上に関わる制度
政策、カリキュラム、実践や連携に関して取り上げる。学校
種に関わらず広く幼児教育についての理解を深めていただ
く観点から、幼稚園教諭以外も対象とする。

秋田　喜代美（東京大学　大学院教授）
無藤　隆（白梅学園大学　大学院特任教授）
野澤　祥子（東京大学　大学院准教授）
遠藤　利彦（東京大学　大学院教授）
浅井　幸子（東京大学　大学院准教授）
村上　祐介（東京大学　大学院准教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和3年2月1日～
令和3年2月28日

教諭
養護教

諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 5,000人
令和2年10月23日～
令和2年11月20日

令02-
30138-
508792号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学
【選択】教育政策と学校の組織的
対応

教育政策と学校の組織的対応について、その具体的実践
例を示しつつ解説する。それを学ぶことによって、学校現場
で直面する諸問題について、組織的な対応を日常的に工夫
し、積極的に実践していく力のより一層の向上をめざす。

小川　正人（教養学部教授）
市川　伸一（東京大学大学院　客員教授）
小松　郁夫（京都大学　特任教授）
伊藤　亜矢子（お茶の水女子大学　准教授）
葉養　正明（文教大学　教授）
坂田　仰（日本女子大学　教授）
渡邉　正樹（東京学芸大学　教授）
藤田　英典（共栄大学　教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和3年2月1日～
令和3年2月28日

教諭
養護教

諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 5,000人
令和2年10月23日～
令和2年11月20日

令02-
30138-
508793号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

放送大学
【選択】小学校外国語教育教授
基礎論

小学校教員等、外国語活動・外国語の授業の指導力を付け
たい方を対象に、指導法の理論と実践を学ぶ科目である。
より高度な英語力を身に付けるために、小学校外国語教育
が果たす役割や具体的な授業づくりについて解説する。学
校種に関わらず広く小学校外国語教育についての理解を深
めていただく観点から、小学校教員以外も対象とする。

直山　木綿子（国立教育政策研究所　教育課程
調査官）
粕谷　恭子（東京学芸大学　教授）
大城　賢（琉球大学　教授）
大里　弘美（比治山大学　准教授）
山田　誠志（国立教育政策研究所　教育課程調
査官）

インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年2月28日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭及び中
学校・高校の英

語教諭

6,000円 5,000人
令和2年10月23日～
令和2年11月20日

令02-
30138-
508794号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学
【選択】情報社会に対応した学校
教育

児童生徒を取り巻く今日の社会の情報環境の中で、学校教
育もそれらを無視することは出来ない。この講義では、情報
社会全体を把握した上で、授業・生徒指導における情報手
段の活用の考え方と事例、初等中等教育段階での情報教
育・情報モラル教育・養護教諭等による心のケア、校務の情
報化、そして教育行政の動向という視点から情報社会に対
応した学校教育・生徒指導について学ぶ。

中川　一史（教養学部教授）
寺嶋　浩介（大阪教育大学大学院　准教授）
松下　幸司（香川大学　准教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和3年2月1日～
令和3年2月28日

教諭
養護教

諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 5,000人
令和2年10月23日～
令和2年11月20日

令02-
30138-
508795号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学 【選択】生徒指導と教育相談

生徒指導と教育相談にとっての基本である児童生徒理解と
教師生徒関係についての理解を図るために、児童生徒の発
達上の行動傾向や性格特性および許容的な相互理解に基
づく教師生徒関係の形成について述べる。その上で発達上
の問題行動として非行、不登校、いじめ、さらにネットいじめ
を取り上げ、その社会的心理的背景を明らかにして教師の
チームによる実践的・組織的な指導・助言・援助を中心とし
た教育相談活動について解説する。

住田　正樹（客員教授）
今津　孝次郎（愛知東邦大学　教授）
伊藤　亜矢子（お茶の水女子大学　准教授）
伊藤　美奈子（奈良女子大学　教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和3年2月1日～
令和3年2月28日

教諭
養護教

諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 5,000人
令和2年10月23日～
令和2年11月20日

令02-
30138-
508796号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学 【選択】スクールカウンセリング

児童生徒のこころの健康と、保護者への支援、先生方との
連携を目指して、スクールカウンセラーは活動している。本
講義では、教師に身につけてもらいたいカウンセリングマイ
ンド、スクールカウンセリング活動についての理解、教師と
スクールカウンセラーの連携などについて紹介し、不登校、
いじめ、自殺という３つの課題について考える。

倉光　修（教養学部教授）
嘉嶋　領子（かしまえりこ心理室　代表）
香川　克（京都文教大学　教授）
坂上　頼子（オフィスかけはし　主宰）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和3年2月1日～
令和3年2月28日

教諭
養護教

諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 5,000人
令和2年10月23日～
令和2年11月20日

令02-
30138-
508797号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

国立音楽大学 【選択】音楽科教育講座

鑑賞領域の指導の改善・充実について理解を深めるととも
に、専門的な選択講習の受講を通して、小学校・中学校・高
等学校・特別支援教育における音楽教育を充実する上で基
盤となる幅広い知識・技能の強化を図ります。

津田　正之（音楽学部教授）
久保田　慶一（音楽学部教授）
山本　幸正（音楽学部教授）
足本　憲治（音楽学部准教授）
今藤　長龍郎（音楽学部非常勤講師）
今村　能（尚美学園大学　客員教授）
新谷　祥子（音楽学部非常勤講師）
井上　恵理（音楽学部准教授）

東京都立川市 18時間
令和2年8月15日～
令和2年8月17日

教諭 音楽科担当教諭 18,000円 70人
令和2年6月1日～
令和2年6月19日

令02-
30151-
508283号

042-535-9668
http://www.kunitachi.a
c.jp/

國學院大學 【選択】なぜ古典を教えるのか

どうして古文をやるの？――生徒にそう聞かれたらどうお答
えになりますか。
当講習では、本学で、日本古典文学、国語学、民俗学、国
語教育学等の研究・教育に携わる講師陣が、具体的な資料
を紹介しつつ、それぞれの立場から古典の持つ意義につい
て論じます（講座によっては演習形式を取る場合もありま
す）。そのうえで、受講者の皆さんには、実践家の立場から
中学校・高等学校の国語科における古典教育の意義につ
いて考えていただきます。

谷口　雅博（文学部教授）
中村　正明（文学部准教授）
野中　哲照（文学部教授(特別専任)）
豊島　秀範（大学院兼任講師）
石川　則夫（文学部教授）
青木　洋司（文学部准教授）
小田　勝（文学部教授）
小川　直之（文学部教授）
杉山　英昭（元大学院客員教授）
林　利久（文学部兼任講師）
高山　実佐（文学部教授）
高橋　大助（文学部教授）

東京都渋谷区 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
校国語科教諭

20,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年4月20日

令02-
30156-
509362号

03-5466-0152
https://www.kokugakui
n.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

國學院大學 【選択】日本史研究の最前線

現在の日本史学界では、どのようなことが問題とされ、いか
なる解決策が提示されているのでしょうか。本講習では、日
本史（古代史・中世史・近世史・近現代史）のみならず、隣接
する考古学や外国史（中国史）の講座も用意し、教科書の
内容に即して、多角的な視点から日本史研究の最新の動向
を紹介します。また講習にあたっては、考え（学説）の根拠と
なる史資料（文献史料・考古資料など）の扱いにも留意しま
す。

青木　敬（文学部准教授）
佐藤　長門（文学部教授）
矢部　健太郎（文学部教授）
根岸　茂夫（文学部教授）
樋口　秀実（文学部教授）
手塚　雄太（文学部准教授）

東京都渋谷区 18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
中学校社会科・
高等学校地理歴

史科教諭
20,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月20日

令02-
30156-
509363号

03-5466-0152
https://www.kokugakui
n.ac.jp/

國學院大學
【選択】教員力の資質向上のため
の講習

本講座では、（1）グローバル化社会で逞しく生きる力を子ど
もたちに育むための教師力向上を目指す。（2）運動をはじめ
様々な体験不足の現代の子どもたちを元気にするための教
員の資質向上を目指す。（3）現代社会に育つ子どもたちの
成長を助け、支援するための知識と技術力を養うことを目標
としている。講師は当該内容を専門領域とする本学教員が
担当する。講習は3日間で18コマを開講。受講者は各自の
ニーズに応じ、6コマ18時間を選択し、教員力の資質向上を
図る。

夏秋　英房（人間開発学部教授），千野　謙太
郎（人間開発学部准教授），田沼　茂紀（人間開
発学部教授），島田　由紀子（人間開発学部教
授），備前　嘉文（人間開発学部准教授），髙橋
幸子（人間開発学部教授），石川　清明（人間開
発学部教授），小林　唯（人間開発学部助教），
寺本　貴啓（人間開発学部准教授），山瀬　範
子（人間開発学部准教授），川田　裕樹（人間開
発学部准教授），長田　恵理（人間開発学部准
教授），吉永　安里（人間開発学部准教授），藤
田　大誠（人間開発学部教授），成田　信子（人
間開発学部学部教授），野本　茂夫（人間開発
学部教授），大矢　隆二（常葉大学　教育学部
教授），柴田　保之（人間開発学部教授）

東京都渋谷区 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　小
学校教諭　中学
校・高等学校 保
健体育科教諭

20,000円 115人
令和2年4月16日～
令和2年4月20日

令02-
30156-
509364号

03-5466-0152
https://www.kokugakui
n.ac.jp/

杉野服飾大学
【選択】実習の楽しみⅠ－草木染
め6時間－

本学は高等学校教諭1種免許状・中学校教諭1種免許状「家
庭」の免許状を授与させる養成機関として認定されています
が、全教科の先生方に「実習・演習」の方法と意味を知って
頂き、児童・生徒へ「つくる」楽しさを伝えるサポートをさせて
頂きたいと計画しております。この講座では、草木などの植
物を使って「草木染め（天然染色）」の演習を実施します。特
に媒染剤を使い、発色・固着させる方法を学びます。

鈴木　美和子（服飾学部非常勤講師） 東京都品川区 6時間 令和2年8月21日 教諭
小・中・高・特別
支援学校教諭

（家庭科）
9,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
30173-
508284号

03-3491-6871
(内線： 454)

http://www.sugino-
fc.ac.jp

杉野服飾大学
【選択】実習の楽しみⅡ－トート
バッグ制作6時間－

本学は高等学校教諭1種免許状・中学校教諭1種免許状「家
庭」の免許状を授与させる養成機関として認定されています
が、全教科の先生方に「実習・演習」の方法と意味を知って
頂き、児童・生徒へ「つくる」楽しさを伝えるサポートをさせて
頂きたいと計画しております。この講座では、直線裁ちのシ
ンプルな形のトートバッグ制作を通して、縫製の知識と技術
を学びます。

肉丸　美香子（服飾学部教授） 東京都品川区 6時間 令和2年8月22日 教諭
小・中・高・特別
支援学校教諭

（家庭科）
9,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
30173-
508285号

03-3491-6871
(内線： 454)

http://www.sugino-
fc.ac.jp

杉野服飾大学
【選択】実習の楽しみⅢ－ドロー
イング入門6時間－

全教科の先生方に「実習・演習」の方法と意味を知って頂
き、児童・生徒へ「つくる」楽しさを伝えるサポートをさせて頂
きたいと計画しております。この講座では、立体形態の理解
の方法・知識（入門編）をベースとし、その把握の仕方を実
技・演習を通して学びます。あくまでも入門編ですので、実
技の苦手意識をもたれなくて大丈夫です。

瀬古　徹（服飾学部教授） 東京都品川区 6時間 令和2年8月24日 教諭
小・中・高・特別
支援学校教諭

（家庭科）
9,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
30173-
508286号

03-3491-6871
(内線： 454)

http://www.sugino-
fc.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

玉川大学
【選択】マスコミで話題の人工知
能。教育の現場はどう変わる？

マスコミで人工知能が騒がれています。しかし、すごいぞ！
という言葉を聞いても、どういうものか判りません。でも、こど
も達には説明しなければなりません。そこで本講習では、人
工知能とは何なのか、どういう経緯で生まれたのか、これか
ら私たちの生活にどう入ってくるのか、さらには教育の現場
にはどういう影響が表れてくるのか、といった教員も含めた
私たちの生活に関わる人工知能について、できる限り易しく
解説します。さらに演習として、玉川大学で開発している保
育支援のための人工知能システムについて紹介します。

大森　隆司（工学部教授） 東京都町田市 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、高等学

校教諭

6,000円 40人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508971号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学 【選択】国際バカロレア教育入門

文科省が「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」（平成25年6月
閣議決定）に基づき、国内における国際バカロレア（IB）認定
校等（ディプロマプログラム）を2018年までに200校に大幅に
増加させること、「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂
版）」  （平成28年12月22日閣議決定）では2020年までに国
際バカロレア認定校等を200校以上に増やすことを目標とし
ている。まだ日本では馴染みのないIB教育であるが、この講
習では、新学習指導要領の「主体的で、対話的で、深い学
び」に通じるIB教育の特徴、各プログラムの概要を理解し、
学習指導要領の文脈での活用を考える。

星野　あゆみ（教育学研究科教授） 東京都町田市 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 40人

令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508972号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】博物館を利用した教育プ
ログラムと資料の活用法

博物館の役割や活動を理解し、学校教育との連携、および
博物館資料の活用という面から、博物館における学びの機
能と資料を活用した教育プログラムの可能性を探っていく。
また理論面での講義のほか、教育博物館でのワークショッ
プやグループワークをもとに博物館の教育活動を具体的に
体験することで、博物館と学校教育に関する今後の展望に
ついて共に考えていきたい。

柿﨑　博孝（教育博物館教授）
宇野　慶（教育博物館准教授）
栗林　あかね（教育博物館講師）

東京都町田市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 22人

令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508973号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】アドベンチャーのしやすい
学級づくりと支導的なコミュニ
ケーション

グループワークを活用し、演習形式で参加型の授業を展開
する。主にアドベンチャーとは何か？アドベンチャーのしや
すい学級とはどんな学級かについて体験的に学んでいく。
また教師に求められるコミュニケーションに関して考察しな
がら、ファシリテーション型である“支導的なコミュニケーショ
ン”とは何かを相互に聴き合い・話し合い・学び合いながら
体験学習するものである。

工藤　亘（教育学部教授/TAPセンター長） 東京都町田市 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、高等学

校教諭

6,000円 35人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508974号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学

【選択】「日本の音楽」の指導法
―和楽器：箏の授業と箏のアン
サンブルを中心にした実技演奏
―

「日本の音楽」や「和楽器」の指導について、【表現：器楽】の
授業として「箏」を中心に、楽器の特徴（箏の構造や奏法、
固有の音色やよさなど）を理解して、基礎的な奏法（箏の
様々な奏法）を生かして演奏します。また、「日本の４つの音
階」を使った曲想を味わい、３人一組でのアンサンブルを通
して、声部の役割を理解しながら、仲間と表現を工夫しなが
ら合わせて演奏する楽しさと指導法の工夫について、実践
的に研修します。なお、本講習では芸術(音楽）による社会
貢献も推進するという観点から音楽科教諭以外も対象とし
ます。

清水　宏美（芸術学部教授） 東京都町田市 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 30人

令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508975号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】学校における多文化共生
- 日本語を母語としない児童生
徒理解と支援

本講では、海外の事例などを紹介しながら、帰国生、国際結
婚の子どもたち、在日外国人など、多様な文化背景を持つ
児童生徒が戸惑う「日本の学校の当たり前」を分析し、多文
化共生を目指した教室や授業実践に必要な視点を修得して
いくことを目的とします。また、多様な児童生徒および保護
者の支援に役立つリソースおよび教材、参加者の持つノウ
ハウと経験などを共有できる場を提供します。

大谷　千惠（教育学部教授/国際教育センター
長）

東京都町田市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508976号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

玉川大学
【選択】なるほど、そうか！子ども
の「主体的・対話的で深い学び」
を引き出す国語教室

１.今、求められている学力をとらえ、国語科の果たす役割を
認識する。（新学習指導要領改訂の趣旨を踏まえて）
２.子どもの「主体的・対話的で深い学び」を引き出す授業づ
くりのための実践的演習。

輿水　かおり（一般財団法人 言語教育振興財
団　顧問）

東京都町田市 12時間
令和2年8月5日～
令和2年8月6日

教諭 小学校教諭 12,000円 60人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508977号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】美術・図工およびデザイン
「色彩を理解し、その活用を学
ぶ」

美術の授業において「色彩」は重要な要素と考えられる。色
の成り立ち、体系的理解、組み合わせなどを学ぶことで、デ
ザイン制作や絵画制作の指導に役立てることができる。この
講習では色彩に関する知識の修得・演習課題・指導案の作
成を通して、色彩の活用を学ぶ。なお、本講習では芸術（美
術）による社会貢献も推進するという観点から美術科教諭以
外も対象とする。

林　三雄（芸術学部教授）
中島　千絵（芸術学部教授）

東京都町田市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 22人

令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508978号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】学校法規と教育課題の関
わりを捉える

・学校の働き方改革(タイムマネジメント、校務情報化、部活
動問題、超過勤務)と支援策を教師の勤務時間と労働基準
法や地方公務員法との関連を基に考える。・学校安全(危機
管理含)を巡る状況と学校安全遵守策・支援について、第2
次学校安全計画の特徴、各学校の実践成果と課題を踏ま
え学校保健安全法との関わりで捉える。・チーム学校として
の専門スタッフ(スクールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカー、特別支援教育支援員等)の役割と教員との連携
について関連法令、中教審答申を踏まえ探る。・教員育成
指標と教員研修計画の関連を自治体例を基に特徴を探
る。・具体的な教育活動上のトラブルを法的根拠を基に受講
者と共に考える。

八尾坂　修（開智国際大学　教育学部教授） 東京都町田市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学教諭、中学
校教諭、高等学

校教諭
6,000円 50人

令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508979号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学

【選択】インクルーシブ教育にお
ける発達保障～子ども同士が支
えあい、育ち合う教育・保育実践
をめざして～

さまざまな育ちをする子どもたちが共に育ちあう幼稚園教育
において、保育者は一人一人の子どもをどのように理解し、
それぞれの発達の保障をいかにしていくかが問われてい
る。子どもたちの発達を理解するための新しい知識を学修
し、実践的な演習を重ね、育ちを見つめる指標を豊かにし、
発達援助のための教育の在り方を再構築することを目的と
する。共生社会の構築を目指すインクルーシブ教育の在り
方を遊びと生活、仲間というキーワードを基に幼児教育の専
門性を活かした教育を探求する。また、さまざまな子育てに
向き合う保護者とその家族の理解の必要性と幼児教育にお
ける課題、専門機関との連携も学び、総合的な育ちのサ
ポートを考える。

宮﨑　豊（教育学部教授） 東京都町田市 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4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508980号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】理科教育の本質を学び、
小学校理科における教材研究の
ポイントをさぐる

小学校理科の学習内容について、教科書に掲載されている
いくつかの教材を取り上げ、その教材内容の教育的価値を
明確にするなかで、教材研究の重要なポイントについて解
説します。理科を比較的得意としない教員でも、普段の理科
授業で直ぐにでも取り入れられる実験を見ながら、分かりや
すく講習していきます。さらに、普段の授業で、観察・実験が
実施しやすい理科室の在り方も学びます。

田島　操（教師教育リサーチセンター客員教授） 東京都町田市 6時間 令和2年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508981号

042-739-7097 http://tamagawa.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
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主な受講対象者

玉川大学
【選択】人間の脳の働きを理解し
た教え方・人間理解から教育へ

・脳の働きの基礎的理解:脳の学習の仕組み、意思決定の
仕組みについて科学的な解釈をする。
物質でありながら精神を生み出す特殊な器官である脳が、
生活からどのような影響を受けているか、栄養と睡眠に着
目して解説する。
・モチベーションを維持させる脳内メカニズム:モチベーション
はどのように生まれるのか?生徒の内発的動機づけを維持
するためには何に注意したらよいかを理解する。
・潜在的な学習と自己の制御・経験を通じて脳の中で起きて
いる変化は、必ずしも意識にのぼって明示的に学習してい
ることだけではない。潜在的な学習の性質を理解し、自己の
制御を実現するためにどういう考え方をすればいいのかを
理解する。

鮫島　和行（脳科学研究所教授）
田中　康裕（脳科学研究所 准教授）
松元　健二（脳科学研究所 教授）
酒井　裕（脳科学研究所 教授）

東京都町田市 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、高等学

校教諭

6,000円 120人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508982号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学

【選択】子どもの成長を促す支導
(ファシリテーション)と Teachers
as professionals（TAP）-アドベン
チャーの理論に基づいたグルー
プ・アプローチを通して-

全ての子どもが対象となる開発的生徒指導で実践されてい
るグループ・アプローチをアドベンチャーの理論に基づいた
TAPを通して行います。
子ども達の主体的・対話的・深い学びを促進するために、一
方的に教師が主導性を発揮するのではなく、子どもの考え
や判断を待ち、子どもの発言や試行錯誤を促進できるような
環境づくりが必要です。そのためには子どもを支えながら導
く支導（ファシリテーション）が求められ、その支導力の向上
を目指した演習やケーススタデイ等を行います。

工藤　亘（教育学部教授） 東京都町田市 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

6,000円 35人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508983号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学 【選択】遊びの中にある学びとは

幼児教育は「遊びを通しての総合的な指導」を重視する。そ
の「遊び」には様々な学びが包含されている。その学びにつ
いて、園での遊びの事例を中心に検討し、グループ等で議
論するなどすることにより遊びの中の学びの重要性を再確
認するとともにその質の向上を目指す。

田澤　里喜（教育学部准教授） 東京都町田市 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4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508984号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】新時代の幼児教育の質
の向上

変化する時代や社会の変化の中で、これからの幼児教育
（保育）の質と子育て支援についてのあり方について学ぶ。
特に、保育の質とは何かを理解し、それを高めるためのカン
ファレンス等の方法についても学ぶほか、家庭や地域との
協同や発信のあり方についても学んでいく。

大豆生田　啓友（教育学部教授） 東京都町田市 6時間 令和2年8月9日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508985号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】地図＆地球儀の指導力
がアップすれば社会科が面白く
なる

新しい学習指導要領において社会科は地図帳を3年より配
付することになった。しかし地図指導に関しては教師間でか
なりの力量の差が認められることから、研修を通してその指
導法を習得する必要がある。本講習においては最新の知見
にたって、生活科から社会科への移行指導に始まり,社会科
地域学習と地図活用、地図帳の利用、地球儀指導などに関
して授業場面を想定しながら具体的に解説する。

寺本　潔（教育学部教授） 東京都町田市 6時間 令和2年8月9日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508986号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】価値共創を生み出す学び
の環境づくり―児童・生徒と共に
創るアクティブラーニング―

「本来、価値とは共創されるもの」という視点に立つと、教師
は自身の知識やスキルを使って、学修者が自ら考え，行動
することが出来るように支援することで、学修者との価値共
創の場を創出できると考えられる。さらに、授業中に学修者
同士が持つ知識やスキルを使って学友（Perr）の学びを支援
することが出来れば、学修者の主体的、能動的な学修環境
を創り出すことが出来る。このような考え方に立脚した学び
の環境づくりを参加者全員で学ぶ。

根上　明（工学部教授） 東京都町田市 6時間 令和2年8月11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17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508987号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

玉川大学
【選択】エアロビック動作を用いた
ダンスの指導法-体つくり運動か
ら表現-

小学校のリズム遊びや表現、中学校で行われる体ほぐしの
運動や体つくり運動の学習を踏まえた上で、エアロビック動
作に含まれているバランスのとれた様々なステップや床での
支持系の運動を取り入れて、楽しく体を動かしながら体つく
り運動のねらいを学習する。また、中学校のダンス領域にお
ける踊る・創る・見るといった要素を持つチーム・ダンスエア
ロビックを提案する。

武内　麻美（教育学部非常勤講師） 東京都町田市 6時間 令和2年8月11日 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 40人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508988号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】中学校数学科における
「生徒の学びの質を高めるため
の授業改善」

中学校学習指導要領（平成２９年告示）の全体及び数学の
内容をわかりやすく解説します。育成すべき資質・能力の３
つの柱が新たに示され、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。それに対応するた
めに数学的活動の一層の充実が必要です。そこで、生徒の
学びの質を高めることを視点として、数学的活動等について
理解を深め、授業改善のポイントについて考えていきます。
また、大きく変わる学習評価についてもわかりやすく解説し
ます。

大串　一彦（教師教育リサーチセンター客員教
授）

東京都町田市 6時間 令和2年8月12日 教諭
中学校（数学科）

教諭
6,000円 40人

令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508989号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】円滑な対人関係を促進す
るためのコミュニケーションA

特別活動との関連を図りながら、玉川大学で実施している
「玉川アドベンチャープログラム（TAP）」を通じて、児童・生
徒の自主的・実践的な態度の育成や、人間関係づくりに活
かせる方法を学ぶ。講習では、グループワークを活用した演
習形式の参加型授業を中心に展開する。特に、振り返り活
動に重点をおき、日常における自分たちの生活や活動を通
じて学ぶ方法を身に付けられるようにしていく。

川本　和孝（TAPセンター准教授） 東京都町田市 12時間
令和2年8月12日～
令和2年8月13日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学

校教諭

12,000円 30人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508990号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学

【選択】植物を通して子どもの好
奇心を刺激してみよう－トマトの
魅力とガーデニングの起源に迫
る－

　コロンブスが新大陸を発見して以来、世界で一番食べられ
る野菜になった理由を野生種トマトから栽培トマトまで、写真
や実物に触れながら紐解いていきます。探究心や好奇心を
「植物を通して、とりわけトマトを通して」学びます。本学にし
かない野生種トマトや、世界中のトマト果実を見て触れなが
らトマトの魅力に迫ります。また、一般にはトマト等の園芸植
物を育てることを『園芸』あるいは『ガーデニング』と呼んでい
ます。それでは、『園芸』とは何か？『ガーデニング』という言
葉の起源は何か？植物に触れることこそが子どもたちの教
育上、極めて重要であることを説いたドイツとわが国の先駆
的な人物についても併せて解説します。

田淵　俊人（農学部・農学研究科教授） 東京都町田市 6時間 令和2年8月13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 70人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508991号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】神奈川県立生命の星・地
球博物館の活用体験と博物館の
連携授業づくり

自分自身の展示見学を見つめ他者と共有しながら学びを深
めるワークショップを体験する。神奈川県立生命の星・地球
博物館の展示物をデジタルカメラで撮影し、その履歴と共に
映像を１枚のポートフォリオにまとめる活動を体験する。まず
は、教師自身が自分自身の興味・関心を可視化し、その撮
影の理由や展示コーナーにある標本の意味を考える機会と
するものである。その活動を通して、児童・生徒が博物館の
展示物についての理解を深め、自分の興味・関心内容につ
いて整理を行い、探究する課題を見つけるにはどうしたらよ
いかを協議する。

門倉　松雄（教師教育リサーチセンター客員教
授）

東京都町田市 6時間 令和2年8月17日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508992号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

玉川大学
【選択】消費者教育を考えよう！
～2022年の成年年齢引き下げを
見据えて～

成年年齢が2022年4月から18歳に引き下げられる。18歳に
なれば親の同意なく、クレジットカードの作成やローン等の
契約も出来るようになる一方で、社会経験に乏しい若者が
契約トラブルに遭った場合、未成年者のような法的保護の
対象ではなくなる。本講習では、教育現場に係る全ての教
員を対象として、若者の消費者トラブルの最新情報を知り、
主体的な判断・行動力を育むため、発達段階に応じた消費
者教育の重要性を学ぶとともに、グループワークを通じ、教
科の学習や総合、特活等で消費者教育を取り入れるノウハ
ウを学ぶ。【独立行政法人国民生活センター協力講座】

西村　隆男（独立行政法人国民生活センター
客員講師）

東京都町田市 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 30人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508993号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】円滑な対人関係を促進す
るためのコミュニケーションB

特別活動との関連を図りながら、玉川大学で実施している
「玉川アドベンチャープログラム（TAP）」を通じて、児童・生
徒の自主的・実践的な態度の育成や、人間関係づくりに活
かせる方法を学ぶ。講習では、グループワークを活用した演
習形式の参加型授業を中心に展開する。特に、振り返り活
動に重点をおき、日常における自分たちの生活や活動を通
じて学ぶ方法を身に付けられるようにしていく。

村井　伸二（ＴＡＰセンター　准教授） 東京都町田市 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、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学

校教諭

12,000円 30人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508994号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】探究的な理科授業　～
JAXA宇宙教育センターとの連携
や新たな教材活用を考える～

理科授業における、主体的・対話的で深い学び、探究的な
授業について、具体的な授業づくりを通して、その考え方を
明確にしていきます。さらに、JAXA宇宙教育センターを活用
した授業づくりについて体験し、その活用を考えていきま
す。また、最新の理科教材の紹介や実際に活用することで、
これからの理教育のあり方についても検討を行います。最
後に、この講義の内容を活かした指導案を作成して、今後
の授業に役立てていきます。

門倉　松雄（教師教育リサーチセンター客員教
授）

東京都町田市 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 40人
令和2年4月17日～
令和2年4月26日

令02-
30186-
508995号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】本格スタート！　小・中学
校をつなぐ英語学習の内容と方
法

・小学校外国語活動・外国語科及び中学校外国語科の円滑
な接続を図った指導の在り方（講義）
・小学校外国語活動・外国語科の指導の実際（講義、演習）
・中学校外国語科の指導の実際（講義、演習）

福井　正仁（教師教育リサーチセンター客員教
授）

東京都町田市 6時間 令和2年11月29日 教諭
小学校教諭、中
学校(英語科)教

諭
6,000円 40人

令和2年9月4日～
令和2年9月13日

令02-
30186-
508996号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【選択】「見えないものが見えてく
る」新しい理科授業デザイン

・新学習指導要領のキーワードを読み解き、見方・考え方を
働かせて問題解決の力を育む理科授業のデザインを、実践
を通して学ぶ。
・イメージ図の描き方と評価の仕方　
・観察・実験等を通して、問題解決の力を育む授業づくりに
ついて学ぶ。
・A「物質・エネルギー」、B「生命・地球」の単元を通して、見
方・考え方を働かせる授業づくりについて学ぶ。

有馬　武裕（教師教育リサーチセンター客員教
授）
八嶋　真理子（教師教育リサーチセンター客員
教授）

東京都町田市 6時間 令和2年11月29日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年9月4日～
令和2年9月13日

令02-
30186-
508997号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

東海大学
【選択】異文化理解（アメリカ、中
国、世界の食）

アメリカではハンバーガーが世界的に食されるまでのグロー
バル化の過程を追い、中国では茶との関わりから生まれる
特有の生活様式をその種類と作法の分類から考察し、最後
に世界の農産物の産地をその背景や気候から考察して、
様々な食文化の成り立ちを考える。最新の文化研究のテー
マであるグローバル化とローカル化を通した文化変容のダ
イナミズムを食の世界から考える。この講義内容は、社会科
の授業において、アメリカ、中国、世界の食を通して、各地
域の歴史や文化を深く理解させるのに役立つ。

木之内　均（経営学部長）
高田　修平（経営学部特任教授）
顧　ウェン（経営学部教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校、中学校、
高等学校社会科

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30192-
507921号

096-382-1141
(内線： 5113)

https://www.u-
tokai.ac.jp/
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令和２年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

東海大学
【選択】情報リテラシーと情報倫
理

効果的な講義を行うためには情報リテラシーの知識は必須
となっている。また、生徒にコンピュータを操作させながら行
う授業も多くなっている。そこで本講義では最も多用されて
いるともいえる、ワード・エクセル・パワーポイントの使い方
について、初歩的な使用法から実践的な使用法まで幅広く
学ぶ。また、デジタル教材を使用するにあたり、情報倫理と
して注意が必要な点についても説明する。

木村　達洋（基盤工学部准教授）
鳥居　徹也（基盤工学部特任准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年7月30日 教諭
小学校、中学校
および高等学校
全教科教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30192-
507922号

096-382-1141
(内線： 5113)

https://www.u-
tokai.ac.jp/

東海大学
【選択】作物として植物を利用す
る

サツマイモやイネ、果物などを例に作物の繁殖について学
ぶとともに、健康に役立つ機能性成分などについて学びま
す。講義と実習で楽しみながら、理科教育・総合的な学習・
農業教育など、小学校・中学・高校の教育に役立つ知識と、
食品栄養に関わる機能性成分に関する知識を身につけて
頂きます。

阿部　淳（農学部教授）
安田　喜一（農学部特任講師）

熊本県熊本市 6時間 令和2年7月30日
教諭

栄養教
諭

小学校・中学校・
高等学校理科教
諭、高等学校農
業教諭、及び栄
養教諭（他教科
の教諭も受講で

きます）

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30192-
507923号

096-382-1141
(内線： 5113)

https://www.u-
tokai.ac.jp/

東海大学 【選択】子どもの心を開く

本講座においては、これからSociety5.0が目指すICT社会に
おける子どもの発達と心理的変化の関係について、幼児期
の母子間の環境、少年から青年期の教育現場における人
間関係と心理発育、ストレスの発生と回避事例を紹介する。
このことによって子どもの心を開き快適な教育環境を構築す
るために理解しておくべき課題を解説する。また最近のグ
ローバル教育の流れを汲んで、英語ゲームを通したアイス
ブレーキングの手法も紹介する。

八尋　剛規（現代教養センター教授）
一井　武幸（課程資格教育センター教授）
ラップ　マイケル　ジェームズ（国際教育センター
専任講師）

熊本県熊本市 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
校全教科教諭向

け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30192-
507924号

096-382-1141
(内線： 5113)

https://www.u-
tokai.ac.jp/

東京医療保健大
学

【選択】学校・児童生徒・養護教
諭の健康・安全とマネジメント

学校における危機管理を、学校全体の危機管理体制、児童
生徒の救命救急、養護教諭自身のメンタルヘルスという側
面から具体的に学ぶ。特に救命救急では、心肺停止、アナ
フィラキシー、熱中症等のメカニズム（解剖生理学）を学習
し、救急処置の実技と校内シミュレーション研修の企画案作
成を行う。また、現代的な健康課題である、食育、感染症予
防、小児期の健康管理と医療との連携等について最新の情
報から考える。

砂村　京子（医療保健学部・教授）
豊田　英敏（医療保健学部・教授）
吉田　理香（医療保健学部・教授）
富岡　晶子（医療保健学部・教授）
今泉　一哉（医療保健学部・教授）
大道　公秀（医療保健学部・准教授）
瀬戸　僚馬（医療保健学部・准教授）
高野　海哉（医療保健学部・講師）

東京都品川区 18時間
令和2年10月17日、
令和2年10月24日、
令和2年10月31日

養護教
諭

養護教諭 20,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年7月31日

令02-
30196-
509255号

03-5421-7655 http://www.thcu.ac.jp/

東京家政大学
【選択】家庭科の授業づくりと教
材化の視点

小・中・高校生が日常生活を振り返り、課題意識を持って学
習に取り組み、生活を改善向上することができる実践的態
度を育成するための学習内容と方法を学ぶ。今年度は食生
活・衣生活・保育・家族分野から課題にアプローチするととも
に、生活を総合的に捉える題材開発を体験し、家庭科の独
自性を活かした授業づくりへの展望を待つ。いずれの内容
も講義と演習から成り、小・中・高・特別支援学校の男女教
員を対象とする。

青木　幸子（短期大学部教授）
石田　恭嗣（家政学部教授）
加藤　和子（家政学部准教授）
佐藤　吉朗（家政学部教授）
土屋　京子（短期大学部教授）
平野　順子（短期大学部准教授）
堀　科（家政学部准教授）
寺田　恭子（家政学部准教授）
塚本　美起子（短期大学部准教授）
金子　真希（家政学部講師）

東京都板橋区 18時間
令和2年8月16日～
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　家庭

科教諭

18,500円 60人
令和2年4月16日～
令和2年4月22日

令02-
30198-
509500号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学 【選択】小学校教諭実践講座

小学校の基本的な教科である国語科・算数科を学習指導要
領との関連をふまえて、理論と実践の両面から学ぶ。また、
小学校教育の大きな課題となっている道徳教育・特別支援
教育についても、適切な指導ができるような力をつけること
を目ざしたい。具体的な指導法に力点をおいて、明日の授
業に役立つようにしたい。いずれの講師も現場での経験が
豊富である。

阿部　藤子（家政学部准教授）
家田　晴行（東京家政大学大学院客員教授）
半澤　嘉博（家政学部教授）
走井　洋一（家政学部教授）

東京都板橋区 18時間
令和2年8月16日～
令和2年8月18日

教諭 小学校教諭 18,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年4月22日

令02-
30198-
509501号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

東京家政大学
【選択】保育のリフレッシュとスキ
ル・アップ講座

「遊びの充実と環境構成」「乳幼児期から幼児期への発達を
ふまえた保育」「子どもをとりまく文化の変化と子どもの育
ち」「気になる子への理解と援助」といった幼稚園教育にか
かわる基本的な事項を講義形成で確認すると共に、保育技
能のレベルアップと保育内容の充実を図るために、造形・音
楽・演劇の各表現分野よりそのポイントと実践における展開
例を演習形式にて学ぶ。

石川　昌紀（短期大学部講師）
是澤　優子（家政学部准教授）
花輪　充（家政学部教授）
細田　淳子（家政学部教授）
堀　科（家政学部准教授）
森田　浩章（家政学部准教授）
前田　和代（家政学部講師）

東京都板橋区 18時間
令和2年8月16日～
令和2年8月18日

教諭 幼稚園教諭 18,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年4月22日

令02-
30198-
509502号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学 【選択】表現と鑑賞

年々多様化している美術表現を様々な手法による作品制作
を通じて習得・理解しようとするものである。
作品制作は陶芸・繊維造形・デジタルデザインとの３分野と
する。
具体的には、陶芸・繊維造形の講習で各自が制作した立体
造形物をデジタル技術で融合させることを予定している。

宮本　真帆（家政学部准教授）
高田　三平（家政学部教授）
大木　敦子（家政学部講師）

東京都板橋区 18時間
令和2年8月16日～
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　美術

科教諭

20,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月22日

令02-
30198-
509503号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学
【選択】最新の英語教育の理論と
実践

文部科学省学習指導要領や「グローバル化に対応した英語
教育改革実施計画」への理解を深めるとともに、英語教育
理論等の最新情報に触れながら効果的な指導方法を研修
する。特に、小学校と中学校の英語指導における連携や、
中学校・高校での「英語による英語授業」を研修の中心的な
テーマとして設定する。
最終日には研修に基づく実践発表や意見交換を行い、実践
と理論との融合を図り、成果を全員が共有する。

太田　洋（人文学部教授）
小泉　仁（人文学部教授）
田頭　憲二（人文学部准教授）
長沼　君主（東海大学　外国語教育センター准
教授）

東京都板橋区 18時間
令和2年8月16日～
令和2年8月18日

教諭
中学校・高等学
校　英語科教諭

18,000円 25人
令和2年4月16日～
令和2年4月22日

令02-
30198-
509504号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学
【選択】教育にかかわる情報処理
基礎

生徒に関する情報を管理したり、授業を行う上で活用できる
パソコンのデータ処理について、初歩的な内容を学びます。
具体的には、生徒にまつわるデータをパソコンで集計しグラ
フで見やすく可視化する方法、アンケート調査の基礎とExcel
を用いた簡単な統計処理、およびPowerpointを用いた教材
作成の基礎を学びます。

平野　真理（人文学部講師） 東京都板橋区 6時間 令和2年8月17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16日～
令和2年4月22日

令02-
30198-
509505号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学
【選択】プログラミングと情報技術
の活用

JavaScriptを利用したプログラミングを行い、コンピュータの
仕組みやソフトウェアの構造・概念を理解する。基本的なプ
ログラミングの概念からユーザーからの入力に応じたインタ
ラクティブな操作までを扱う。JavaScriptは動的なWebページ
を実現する際に多様されており、スマホやタブレット等パソコ
ン以外のデバイスでも簡単に動作させることができる。本講
習では、最も簡単なプログラミングからはじめ、アニメーショ
ン作成のような応用例を作成することを目指す。

小池　新（人文学部教授） 東京都板橋区 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学

校　教諭
6,000円 10人

令和2年4月16日～
令和2年4月22日

令02-
30198-
509506号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学 【選択】化学ってどんな科学

化学とは様々な物質の構造や性質を探索する学問であり、
実験を通してそれらの理解を深めることができる。本講座で
は、食品添加剤の検出をテーマにして実験実習を行い、基
礎的な実験技術を習得することを目的とする。また、実験に
伴う事故の応急処置についても講義する。

井上　宮雄（家政学部准教授） 東京都板橋区 6時間 令和2年8月16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16日～
令和2年4月22日

令02-
30198-
509507号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学
【選択】中学校高等学校理科の
生命分野新単元

中高理科の生命分野新単元の内容を確認し、特に生物多
様性と保全について、教員が生物学の視点から説明・指導
できること及び、この分野において生徒に自由研究を指導
する力をも養う。生物の多様性を観察する様々な方法を実
践し、観察される生物の分類と同定法を学ぶ。また個々の
種の関連性の考察を通して、生態系を理解させる手法を確
認する。

片田　真一（家政学部講師） 東京都板橋区 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 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月22日

令02-
30198-
509508号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

東京家政大学
【選択】小学校理科学習において
問題解決の力を育成する授業づ
くり

子供たちが自然の事物・現象に親しむ中で興味・関心をも
ち、そこから問題を見いだし、予想や仮説を基に観察・実験
などを行い、結果を整理し、その結果を基に結論を導きだす
といった問題解決の過程の中で、問題解決の力が育成され
ます。各学年で育成を目指す問題解決の力を中心に、主体
的・対話的で深い学びを促す授業づくりについて、観察・実
験の実技とともに効果的な指導法を確認していきます。

関根　正弘（家政学部准教授） 東京都板橋区 6時間 令和2年8月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月22日

令02-
30198-
509509号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学
【選択】レクリエーションと体つくり
運動

体つくり運動は特定の運動様式が定まっていないため教員
の教材研究や工夫が必要となります。そこで、その一助とな
るように「Gymnastik」「レクゲーム（アイスブレイク）」などをと
りあげたくさんの具体的運動事例を紹介したい。また、様々
な「レクリエーション」は移動教室や学級活動の時のプログ
ラムとしてとりあげることができますので、体育ばかりではな
く特別活動へも応用してください。

木村　博人（家政学部教授） 東京都板橋区 6時間 令和2年8月18日 教諭 小学校教諭 6,500円 40人
令和2年4月16日～
令和2年4月22日

令02-
30198-
509510号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学
【選択】SDGsの視点からみる気
候変動教育の教科への導入につ
いて

昨今の地球温暖化や気候変動による災害の増加などのグ
ローバルな問題の解決に向け、国連総会で「持続可能な開
発目標（SDGs）」が採択されました。新学習指導要領におい
ても持続可能な社会の望ましい選択ができる人材の育成が
求められています。本講座ではアクティブ・ラーニング及び
ナッジ等の先進的な行動科学の知見を用い、各科目および
総合的な学習・探求の時間に容易に導入できるよう講義と
演習、実験を通して学びます。

赤石　記子（家政学部講師）
三神　彩子（家政学部非常勤講師）

東京都板橋区 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　家庭
科・理科・社会・
保健体育教諭

8,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年4月22日

令02-
30198-
509511号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京女子医科大
学

【選択】子どものメンタルヘルス支
援と介入技術

学童期から思春期は、大人になっていくことに対する理想と
現実のギャップに悩みながら 精神的、身体的に大きく成長
する人生の重要な時期です。本講習では、近年学校でみら
れる子どもの心の諸問題（発達障害、ひきこもり、自殺など）
に焦点を当てながら、子どものメンタルヘルス支援と介入技
術について学習し、心の発達を支援する教員の役割・基本
的姿勢について理解を深めていきます。

濱田　由紀（看護学部准教授）
小川　久貴子（看護学部教授）
小山　達也（看護学部講師）
嵐　弘美（看護学部講師）
異儀田　はづき（看護学部助教）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月4日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 10,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年7月16日

令02-
30206-
507850号

03-3357-4801
http://www.twmu.ac.jp/
univ/nursing/

東京女子医科大
学

【選択】慢性疾患のある子どもの
理解と支援

慢性疾患のある児童や生徒にとって、1日の大半を過ごす
学校生活が安全で快適であるためには、周囲の人々が疾
患を正しく理解し、適切に関わることが不可欠です。本講習
では、慢性疾患の中でもアレルギー性疾患やけいれん性疾
患などについて学びます。さらに、子どもや家族の、病気と
共に生きていくうえでの体験や医療と教育現場との連携に
ついて、主に養護教諭の視点から理解を深めていきます。

伊藤　進（医学部小児科学講座助教）
千葉　幸英（医学部小児科学講座助教）
布川　香織（東京都立多摩寮育園医療科長）
青木　雅子（看護学部教授）
藤原　瑞穂（看護学部助教）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 10,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年7月16日

令02-
30206-
507851号

03-3357-4801
http://www.twmu.ac.jp/
univ/nursing/

東京女子医科大
学

【選択】子どもの救急と危機管理

学校における不慮の事故や、麻疹やインフルエンザの大流
行など、学校内の救急対応と感染症対策は大きな課題と
なっております。本講習では、学校安全や危機管理の立場
から、子どもや教職員の救急に対して、生命に関わる症状
に対する基本的な救急処置(特に心肺蘇生）の考え方と方
法を学びます。さらに、集団感染を防止するための日常の
感染対策と、集団感染発生時の対応について講義と実習を
交えて理解を深めます。

久保田　英（医学部准講師）
大友　陽子（看護学部　非常勤講師）
吉澤　裕世（看護学部講師）
本田　順子（看護学部助教）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月6日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 10,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年7月16日

令02-
30206-
507852号

03-3357-4801
http://www.twmu.ac.jp/
univ/nursing/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

東邦大学
【選択】フィールドワークを通して
学ぶ島の生物の生態と進化ー伊
豆諸島を中心にー

伊豆諸島の生物を対象にしたフィールドワークを行い、身近
な島々において島の生物の具体的な進化が観察できること
を学ぶ。形態計測や行動観察で得られたデータを解析して
地理的変異の実態を把握し、野外調査で進化を学ぶ教材
の開発につなげる。

長谷川　雅美（理学部生物学科教授）
東京都神津
島・伊豆大島

18時間
令和2年7月16日～
令和2年7月19日

教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

80,000円 10人

令和2年4月20日～
令和2年6月10日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付：5月1日～6月

10日」　)

令02-
30218-
507343号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html

東邦大学
【選択】リーマン積分と分数階微
分

分数階微分とは、必ずしも整数とは限らない階数での微分
である。1階微分、2階微分といった整数階微分を高校や大
学で学ぶ。整数が実数へと数の世界を広げられたように、
微分も整数階から実数階に拡張したものが知られている。
実数にまでその階数を広げた分数階微分について学ぶ。分
数階微分を定義する際にリーマン積分を用いる。リーマン積
分は、通常、大学一年生で学ぶ。また、リーマン積分も分数
階微分も関数に対して行われる計算である。講習ではまず
基本的な関数やリーマン積分を見直した後に、分数階微分
について学ぶ。

豊田　昌史（理学部情報科学科教授） 千葉県船橋市 6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学
教諭（数学科・情

報科）
6,000円 20人

令和2年4月20日～
令和2年6月10日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付：5月1日～6月

10日」　)

令02-
30218-
507344号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html

東邦大学

【選択】教育相談、学級経営に活
かすカウンセリング～生徒理解
のポイントとストレスマネージメン
トの方法を学ぶ～

一日目は、ＮＬＰ（神経言語プログラミング）の概論を学び、
教師自身の自己理解の深化（行動特徴の理解等）と生徒理
解（アセスメント含む）の仕方のコツを修得する。二日目は、
特別な支援を必要とする児童・生徒、おもに発達障害、性的
マイノリティの生徒への理解と支援について基礎的な知識を
学ぶ。三日目は、日頃の教育相談に活かせる事例研究。ア
セスメントシートの活用やインシデントプロセス法など、手軽
にできる事例検討の方法を学ぶ。３日間とも、内容的には独
立したものになっている。

新保　幸洋（理学部教養科教育学教室・教員養
成課程教授）
樫木　啓二（理学部教員養成課程非常勤講師）
石川　悦子（理学部教員養成課程非常勤講師）

千葉県船橋市 18時間
令和2年8月15日～
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

（全教科）、養護
教諭、特別支援

学校教諭

18,000円 25人

令和2年4月20日～
令和2年6月10日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付期間：5月1日～

6月10日」　)

令02-
30218-
507345号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html

東邦大学 【選択】光合成色素の分離分析

植物の葉から、光合成色素を分離し、光化学的性質につい
て調べる。分離には薄層クロマトグラフィーを用い、吸光分
光光度計を用いて、各色素の吸収スペクトルを測定する。ク
ロマトグラフィーの原理及び、光合成色素の構造と光物性に
ついて学ぶ。

齋藤　敦子（理学部生命圏環境科学科准教授） 千葉県船橋市 6時間 令和2年8月17日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 15人

令和2年4月20日～
令和2年6月10日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付期間：5月1日～

6月10日」　)

令02-
30218-
507346号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html

東邦大学
【選択】お酒の感受性を遺伝子で
調べようー遺伝子多型分析の基
礎ー

体質の個人差を遺伝子から調べる遺伝子診断の基礎を学
び実践します。微量な生体試料からDNAを抽出し、PCR法で
アルコール脱水素酵素1B遺伝子とアルデヒド脱水素酵素２
遺伝子を増幅し、制限酵素で切断して断片長多型を電気泳
動で分析します。いずれもアルコール代謝経路の酵素遺伝
子であり、参加者の遺伝的な飲酒感受性がわかります。

佐藤　浩之（理学部生物分子科学科教授） 千葉県船橋市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 36人

令和2年4月20日～
令和2年6月10日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付期間：5月1日～

6月10日」　)

令02-
30218-
507347号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html

東邦大学 【選択】光と色を分ける化学

光や色の変化を目で見て直接確認できる実験は、子どもや
初学者にとってもわかりやすい演示であると考えられる。本
講習では、光の三原色と色の三原色を中心とした光学現象
と、化学物質の発光や呈色の関係について基礎から解説す
る。また、ペーパークロマトグラフィーによる色素の分離実験
を題材にして、ドラッグストアやホームセンターで入手可能な
物品の化学実験への利用に関する実習を行う。

森田　耕太郎（理学部化学科准教授） 千葉県船橋市 6時間 令和2年8月25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20日～
令和2年6月10日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付期間：5月1日～

6月10日」　)

令02-
30218-
507348号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html
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東邦大学
【選択】原子・分子が織りなす世
界

講義「原子・分子が織りなす世界」では、「原子・分子の発
見」を中心とした物理学の歴史を紐解きながら古典物理学
から現代物理学への発展を，原子・分子が起こす身近な現
象なども例にとり学んでいく。後半では、原子・分子に関連し
たいくつかの展示実験、体験実験を通じて身近にある原子
分子の存在を体感することで自然現象の真の姿について理
解を深めながら、生徒とともに行う実験として授業での取り
入れ方も考えたい。

古川　武（理学部物理学科講師） 千葉県船橋市 6時間 令和2年8月28日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 12人

令和2年4月20日～
令和2年6月10日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付期間：5月1日～

6月10日」　)

令02-
30218-
507349号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html

二松学舎大学
【選択】現代における生徒育成上
の課題

　望ましい集団活動等を通して豊かな学校生活を築き、より
よい人間関係を築く力の育成などに係る指導力の向上を図
る。あわせて、生徒指導上の課題としていじめ・不登校の問
題や子どもの貧困、進路指導上の課題としてキャリア教育
の推進と高大接続システムを取り上げ、その背景と要因を
考察する。
　なお、本学の選択講習は 8月19日～ 8月21日の 3日間
（18時間）セット受講（ 8月21日は「【選択】古典の教材と指導
法」または「【選択】書道の教材と指導法」のいずれか選択）
である。

若井田　正文（教職課程センター 特別招聘教
授）
田村　幸子（教職課程センター 特別招聘教授）
安田　一夫（教職課程センター 特別任用教授）
岡田　哲也（教職課程センター 教授）
小渕　朝男（教職課程センター 教授）
町田　哲夫（教職課程センター 特命教授）

東京都千代田
区

6時間 令和2年8月19日 教諭

中学校・高等学
校国語科教諭、
高等学校芸術科

書道教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
30222-
508205号

03-3261-1375
https://www.nishogaku
sha-u.ac.jp/

二松学舎大学 【選択】現代文の教材と指導法

　中学校・高等学校の国語を指導する上で留意すべきポイ
ントについて講義する。日本近現代の小説や詩等につい
て、実際に作品を取り上げて指導上の問題点等を解説し、
受講者が日々の指導に活かせる内容とする。
　なお、本学の選択講習は 8月19日～ 8月21日の 3日間
（18時間）セット受講（ 8月21日は「【選択】古典の教材と指導
法」または「【選択】書道の教材と指導法」のいずれか選択）
である。

荒井　裕樹（文学部 准教授）
山口　直孝（文学部 教授）

東京都千代田
区

6時間 令和2年8月20日 教諭

中学校・高等学
校国語科教諭、
高等学校芸術科

書道教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
30222-
508206号

03-3261-1375
https://www.nishogaku
sha-u.ac.jp/

二松学舎大学 【選択】古典の教材と指導法

　本講座は古典の講座として、古文 3時間、漢文 3時間の
計 6時間で実施する。
　古文講座では、物語や随筆・説話等代表的な作品を取り
上げて、基礎的な指導方法を再確認することを目的とする。
　漢文講座では、思想と史伝に分けて講義し、古典教養を
深めることを目的とする。
　なお、本学の選択講習は 8月19日～ 8月21日の 3日間
（18時間）セット受講（ 8月21日は本講習または「【選択】書道
の教材と指導法」のいずれか選択）である。

磯　水絵（文学部 教授）
山崎　正伸（文学部 教授）
田中　正樹（文学部 教授）
小方　伴子（文学部 教授）

東京都千代田
区

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

6,000円 70人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
30222-
508207号

03-3261-1375
https://www.nishogaku
sha-u.ac.jp/

二松学舎大学 【選択】書道の教材と指導法

　高等学校芸術科書道の指導に必要な基礎的な知識、技
術を再確認する。
　内容は、篆書、隷書、行書、仮名の書の実技指導を含め、
指導上の工夫やポイントについて解説する。
　なお、本学の選択講習は 8月19日～ 8月21日の 3日間
（18時間）セット受講（ 8月21日は本講習または「【選択】古典
の教材と指導法」のいずれか選択）である。

髙澤　浩一（文学部 教授）
福島　一浩（文学部 特別招聘教授）
髙橋　佑太（文学部 専任講師）

東京都千代田
区

6時間 令和2年8月21日 教諭
高等学校芸術科

書道教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
30222-
508208号

03-3261-1375
https://www.nishogaku
sha-u.ac.jp/

日本女子大学
【選択】子どもの理解と支援の実
際

受講者は、①通常学級における特別支援教育、発達障害
（LD、ADHDなど）の基礎的理解と、②思春期特有の悩みや
進路問題を抱える児童・生徒へのカウンセリング的な関わり
（カウンセリング・マインド）について学ぶことを通して、児童
や生徒の理解や支援のあり方を省察する。

山本　佐江（帝京平成大学　現代ライフ学部准
教授）
橋本　望（カウンセリングセンター非常勤研究
員）

東京都文京区 6時間 令和2年8月13日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 45人

令和2年4月16日～
令和2年6月19日

令02-
30228-
509084号

03-5981-3777 http://www.jwu.ac.jp
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日本女子大学 【選択】命を守る防災教育

東日本大震災発生以降、学校における防災教育の重要性
が高まっている。どの地域でも大災害に遭遇する可能性が
ある今、「児童・生徒・教職員の命を守る」視点から防災教
育・防災管理を学び、今後の課題を考える。さらに、東日本
大震災で甚大な被害を受けた学校で「復興プロジェクト」を
主導したゲストスピーカーを交えて、大震災関連の学校を巡
る訴訟や復興に向けた学校の活動等、大災害後に発生す
る問題についても考える。

渡邉　正樹（東京学芸大学　教授）
坂田　仰（教職教育開発センター教授）

東京都文京区 6時間 令和2年8月13日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

6,000円 45人
令和2年4月16日～
令和2年6月19日

令02-
30228-
509085号

03-5981-3777 http://www.jwu.ac.jp

日本女子大学
【選択】入門！小学校英語（新学
習指導要領対応）

新学習指導要領における外国語活動、外国語科を指導す
るために必要な知識と技能、指導法を学ぶ。具体的には、
新学習指導要領で新たに導入された読むこと、書くことの技
能の指導を中心に、講義と演習を行う。午前中は、英語らし
い発音の仕方（ポイントとなる母音や子音の発音、アルファ
ベット・ジングルの指導法等）と教室英語の練習を、午後は、
読むこと、書くこと、話すこと（やり取り・発表）の指導法を学
ぶ。

林　祐子（人間社会学部非常勤講師） 東京都文京区 6時間 令和2年8月14日 教諭 小学校教諭 6,000円 45人
令和2年4月16日～
令和2年6月19日

令02-
30228-
509086号

03-5981-3777 http://www.jwu.ac.jp

日本女子大学
【選択】事例で学ぶ、いじめ、体
罰、学校事故

本講習では、いじめ、体罰、学校事故など、多様化する学校
教育紛争について、スクール・コンプライアンスという観点に
立ち、代表的な裁判例を含め具体的な事例の検討を通して
考えていく。様々なトラブルに直面した際、教員に求められ
る知識・技能等を、講義と演習を織り交ぜながら学んでいく
予定である。

坂田　仰（教職教育開発センター教授）
黒川　雅子（淑徳大学　総合福祉学部教授）
山田　知代（帝京科学大学　教育人間科学部専
任講師）

東京都文京区 6時間 令和2年8月14日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

6,000円 45人
令和2年4月16日～
令和2年6月19日

令02-
30228-
509087号

03-5981-3777 http://www.jwu.ac.jp

日本女子大学
【選択】教員のストレスマネジメン
ト

ストレスに気づく力を高め、対処法のバリエーションを増や
すことが、ストレスマネジメントにつながる。本講習では、スト
レスのメカニズムや対処方略について、最新の知見も含め
て学ぶ。またセルフワークやグループワークを通し、学んだ
知識を①受講者自身のストレス対処、②児童生徒への対応
という２つの点で、日常場面にどう応用できるかを検討する
ことで、学校現場での心の健康教育に生かせるスキルを身
に着けていただきたい。

橋本　望（カウンセリングセンター非常勤研究
員）

東京都文京区 6時間 令和2年8月15日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 45人

令和2年4月16日～
令和2年6月19日

令02-
30228-
509088号

03-5981-3777 http://www.jwu.ac.jp

日本女子大学
【選択】これからの姿勢教育－体
つくり運動への活用－

近年、児童・生徒の姿勢保持能力の低下が問題となってい
る。本講習では、体に負担のかからない美しい姿勢をつくる
ために有効な運動であるとされ、姿勢の維持・安定に大変
効果の高いピラティスのメソッドを紹介し、姿勢教育にどのよ
うに活かすことができるか、実技および講義を通して学ぶ。
また、体幹部の筋力向上や全身の柔軟性を高めることにも
効果が認められているピラティスについて、体育科「体つくり
運動」への活用法を知る。

澤田　美砂子（家政学部児童学科専任講師） 東京都文京区 6時間 令和2年8月15日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 45人

令和2年4月16日～
令和2年6月19日

令02-
30228-
509089号

03-5981-3777 http://www.jwu.ac.jp

武蔵野音楽大学
【選択】伴奏法（ピアノ）　ー歌曲、
合唱曲を中心にー

課外活動の指導も視野に入れ、歌曲や合唱曲の伴奏に際
して必要な知識・技術、楽曲の解釈と表現の工夫等につい
て、実践的に研修する。

子安　ゆかり（音楽学部専任講師） 東京都練馬区 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・高等学校教
諭（音楽）、特別
支援学校教諭

7,000円 15人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509397号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】編曲法　ー器楽、合唱教
材を中心にー

課外活動の指導も視野に入れ、吹奏楽・リコーダー・合奏・
合唱の編曲に際して、必要な知識・技術等について、実践
的に研修する。

佐山　紀彦（音楽学部非常勤講師） 東京都練馬区 6時間 令和2年7月25日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

教諭（音楽）
7,000円 15人

令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509398号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】日本伝統音楽の研究　ー
箏、三味線の指導法ー

和楽器の指導について、特に箏、三味線を中心に、楽器の
特性や奏法の理解、教材の取り扱い等指導上の配慮や指
導法の工夫について、実践的に研究する。

杉浦　聡（音楽学部非常勤講師） 東京都練馬区 6時間 令和2年7月25日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）、特
別支援学校教諭

7,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509399号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

武蔵野音楽大学
【選択】音楽科指導法（中・高校）
ー歌唱教材を中心にー

中学校・高等学校の歌唱活動において、発声や歌詞や曲想
とのかかわりに注意しながら表現を工夫させる指導につい
て、歌唱教材を使用し授業場面を想定しながら実践的に研
修し、指導案を作成する。

山崎　朋子（調布市立第五中学校　指導教諭） 東京都練馬区 6時間 令和2年7月25日 教諭
中学校・高等学
校教諭（音楽）

7,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509400号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】合唱研究　ーその指導の
深化を求めてー

課外活動の指導も視野に入れ、合唱表現に必要な発声の
指導、楽曲の解釈と表現の工夫、指揮者の意図を伝える指
揮の技術や伴奏の工夫等について、実践的に研究する。

片山　みゆき（音楽学部非常勤講師） 東京都練馬区 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・高等学校教
諭（音楽）、特別
支援学校教諭

7,000円 60人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509401号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】音楽科指導法（中・高校）
ー鑑賞教材を中心にー

中学校を中心に、新学習指導要領を見据えた鑑賞の授業
づくりについて研修する。教材は、授業で扱われることの多
い鑑賞曲を取り上げる。指導内容、学習展開、指導方法、
評価、ワークシート等を具体的に考えて交流し合うなど、実
践的な研修を通して、鑑賞の授業改善につなげる。

勝山　幸子（港区立御成門中学校　主任教諭） 東京都練馬区 6時間 令和2年7月25日 教諭
中学校・高等学
校教諭（音楽）

7,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509402号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】器楽指導法　ーパーカッ
ションアンサンブルー

さまざまな形態の合奏、表現によるアンサンブルを通して、
イメージや音素材の特徴を生かし、楽器や身体により即興
的に表現する指導のあり方について、実践的に研修する。

髙橋　治子（音楽学部非常勤講師） 東京都練馬区 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・高等学校教
諭（音楽）、特別
支援学校教諭

7,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509403号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】編曲法　ー器楽、合唱教
材を中心にー

課外活動の指導も視野に入れ、吹奏楽・リコーダー・合奏・
合唱の編曲に際して、必要な知識・技術等について、実践
的に研修する。

佐山　紀彦（音楽学部非常勤講師） 東京都練馬区 6時間 令和2年7月26日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

教諭（音楽）
7,000円 15人

令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509404号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】器楽指導法　ーリコー
ダー指導を中心にー

小・中・高等学校のリコーダー活動を中心に、楽器の特徴を
生かしたアンサンブルの工夫等その指導のあり方につい
て、実践的に研修する。

吉澤　実（プロ アルテ ムジケ　リコーダー奏者） 東京都練馬区 6時間 令和2年7月26日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）、特
別支援学校教諭

7,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509405号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】音楽科指導法（小学校）
ー鑑賞教材を中心にー

新学習指導要領を見据えた鑑賞の授業づくりについて研修
する。教材は、授業で扱われることの多い鑑賞曲を取り上げ
る。指導内容、学習展開、指導方法、評価、ワークシート等
を具体的に考えて交流し合うなど、実践的な研修を通して、
鑑賞の授業改善につなげる。

勝山　幸子（港区立御成門中学校　主任教諭） 東京都練馬区 6時間 令和2年7月26日 教諭 小学校教諭 7,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509406号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】伴奏法（ピアノ）　ー歌曲、
合唱曲を中心にー

課外活動の指導も視野に入れ、歌曲や合唱曲の伴奏に際
して必要な知識・技術、楽曲の解釈と表現の工夫等につい
て、実践的に研修する。

三ツ石　潤司（音楽学部教授） 東京都練馬区 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・高等学校教
諭（音楽）、特別
支援学校教諭

7,000円 15人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509407号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】特別支援教育における音
楽指導

幼稚園・小学校・中学校・高等学校および特別支援学校に
おいて、特別の支援を必要とする子どもに対する音楽活動
ではどのような配慮が必要か。また、音楽活動を通してどの
ようにかかわったらよいか、必要な知識・技術等について、
実践的に研修する。

土野　研治（音楽学部非常勤講師） 東京都練馬区 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・高等学校教
諭（音楽）、特別
支援学校教諭

7,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509408号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】歌唱表現　ーその指導の
深化を求めてー

中学校・高等学校の歌唱教材を中心に、歌唱表現に必要な
発声の技法、楽曲の解釈と表現の工夫について、実践的に
研修する。

谷　友博（音楽学部専任講師） 東京都練馬区 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・高等学校教
諭（音楽）、特別
支援学校教諭

7,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509409号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

武蔵野音楽大学
【選択】合唱研究　ーその指導の
深化を求めてー

課外活動の指導も視野に入れ、合唱表現に必要な発声の
指導、楽曲の解釈と表現の工夫、指揮者の意図を伝える指
揮の技術や伴奏の工夫等について、実践的に研究する。

片山　みゆき（音楽学部非常勤講師） 東京都練馬区 6時間 令和2年7月27日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校教
諭（音楽）、特別
支援学校教諭

7,000円 60人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509410号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】音楽科指導法　ー器楽、
音楽づくり・創作を中心にー

小・中・高等学校における器楽および音楽づくり・創作の指
導に関する講座。器楽については、曲想にふさわしい表現
を工夫し、楽器の特徴を生かした表現の指導等に関して、
実践的に研修する。音楽づくり・創作については、音楽を形
づくっている要素、特に音楽の仕組みや構成を工夫してつく
る指導等について、実践的に研修する。

永岡　和香子（浜松学院大学短期大学部　教
授）

東京都練馬区 6時間 令和2年7月27日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）、特
別支援学校教諭

7,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509411号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】吹奏楽研究　ー指揮法の
基本ー

課外活動の指導も視野に入れ、吹奏楽指導に必要な指揮
法の基本、楽器の特性についての知識、楽曲の解釈と表現
法、発達に応じた楽曲の選択等について、実践的に研究す
る。

武田　晃（音楽学部非常勤講師） 東京都練馬区 6時間 令和2年7月27日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）、特
別支援学校教諭

7,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509412号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】伴奏法　ー歌曲、合唱曲
を中心にー

課外活動の指導も視野に入れ、歌曲や合唱曲の伴奏に際
して必要な知識・技術、楽曲の解釈と表現の工夫等につい
て、実践的に研修する。

小池　ちとせ（音楽学部教授） 東京都練馬区 6時間 令和2年7月27日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校教
諭（音楽）、特別
支援学校教諭

7,000円 20人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509413号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】音楽科指導法（小学校）
ー歌唱教材を中心にー

歌唱指導における基礎的技能指導のスキルアップ
①1年生から始められる声づくり（発声）をいろいろな発声練
習で具体的に提示する
②声の出し方と聴くこと。なぜ音が取れないのか・音域が狭
い・音を聴かずに歌っている　他
③歌唱の授業で、特に多い悩みの解決につながる質疑応
答と相互研究

蓮沼　勇一（元音楽学部非常勤講師） 東京都練馬区 6時間 令和2年7月27日 教諭 小学校教諭 7,000円 30人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509414号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

武蔵野音楽大学
【選択】音楽科指導法（中・高校）
ー日本の伝統音楽の鑑賞を中心
にー

中学校・高等学校の日本の伝統音楽の鑑賞活動を中心に、
音楽を形づくっている要素や構造と曲想とのかかわり、音楽
の特徴と文化・歴史とのかかわりなどの視点から、それらを
言葉で説明する指導のあり方について、場面を想定しなが
ら実践的に研修する。

薦田　治子（音楽学部教授） 東京都練馬区 6時間 令和2年7月27日 教諭
中学校・高等学
校教諭（音楽）

7,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月12日

令02-
30243-
509415号

03-3992-1128
http://www.musashino-
music.ac.jp/

明星大学
【選択】初心者のための情報リテ
ラシーＡ

今日、教育現場では、教員による情報活用能力が不可欠と
なっています。そこで、本講習の前半では講義として、イン
ターネット社会で必要な情報モラルとしてのルールとマナー
やサイバー犯罪等を学び、後半では演習として、教育現場
で活用できる成績管理表を題材に、表計算ソフトの基礎を
学びます。本講習では、パソコンの初心者(文書入力の経験
がある者）の方を対象としています。

榎本　立雄（教育学部 教授） 東京都日野市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校教諭・中

学校教諭
7,000円 40人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日） )

令02-
30248-
506841号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

明星大学
【選択】初心者のための情報リテ
ラシーＢ

今日、教育現場では、教員による情報活用能力が不可欠と
なっています。そこで、本講習の前半では講義として、イン
ターネット社会で必要な情報モラルとしてのルールとマナー
やサイバー犯罪等を学び、後半では演習として、教育現場
で活用できる成績管理表を題材に、表計算ソフトの基礎を
学びます。本講習では、パソコンの初心者(文書入力の経験
がある者）の方を対象としています。

榎本　立雄（教育学部 教授） 東京都日野市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校教諭・中

学校教諭
7,000円 40人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日） )

令02-
30248-
506842号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】社会史研究の成果を生か
した歴史学習の試み

歴史学習では、生徒に知識を与える系統主義的な学習と、
児童・生徒に考えさせる問題解決的な学習のバランスをとる
必要がある。調べて発表する学習は、そのためには有効な
学習方法である。この講座では、日本中世の社会史研究の
成果を生かした歴史学習について、実際に演習を行いなが
ら考える。

小林　一岳（教育学部 教授） 東京都日野市 6時間 令和2年8月5日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭(社会)・
高等学校教諭(地

理歴史)

7,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日） )

令02-
30248-
506843号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】子どもを元気にするス
ポーツと食育の実践

現代の生活の利便性や飽食は、子どもの生活習慣病など
の様々な健康問題を引き起こしている。また、偏食や朝食欠
食等の食生活の乱れが、学力低下を引き起こす一因である
ことも指摘されている。本講座では、児童・生徒の食生活や
身体活動量の実態を把握した上で、健康的な生活改善へ向
けてのアプローチを講義や討議を通して検討する。

笹原　千穂子（教育学部 准教授） 東京都日野市 6時間 令和2年7月29日
教諭

栄養教
諭

小学校教諭・中
学校教諭(保健体

育)・栄養教諭
7,000円 50人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日） )

令02-
30248-
506844号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】子どもたちと教師が共に
ワクワクできる「理科の授業」の
創造

「理科離れ・学力低下」が叫ばれている。根本的解決のため
には児童・生徒に科学を学ぶことの有効性と楽しさを体験さ
せたい。「楽しい科学の授業」を創造するための考え方とそ
の処方箋を実験・事例研究等を通して示す。理科苦手の先
生も歓迎！

小原　茂巳（教育学部 常勤教授） 東京都日野市 6時間 令和2年8月7日 教諭 小学校教諭 7,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日） )

令02-
30248-
506845号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

明星大学
【選択】《速修》英語の聴解・音読
の極意

体育でも音楽でも美術でも、そして英語でも、技能の指導法
とは、指導者自身がその技能を体得していることが大前提と
なるが、英語の聴解・音読指導においては、その前提を無
視した指導がなされていることがある。本講座では、聴解・
音読指導の前提となる技能を演習形式で体験し、それに基
づき、効果的な指導法を考えます。なお、講座の内容は、イ
ギリス英語で録音された教材を用い、概ね英検２級のレベ
ルの方を対象とします。また、演習はWindows PC上で行い、
修了認定試験はWordによる文書作成となります。

笠原　順路（教育学部 教授） 東京都日野市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校教諭(英
語)・高等学校教

諭(英語)
7,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日） )

令02-
30248-
506846号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】幼児の造形表現の発達と
具体的な指導について

この講座では幼児期の造形表現の発達や特性を理解した
上で、幼児期に適した指導の在り方について学びます。ま
た、現場での造形の指導に役立つ最新の素材の紹介や、
今までにない楽しい造形的な製作も紹介します。すぐに現場
に役立つ内容となっています。

柿田　比佐子（教育学部　客員准教授・非常勤
講師）

東京都日野市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭 7,000円 50人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日） )

令02-
30248-
506847号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】「特別の教科　道徳」の理
解と授業づくり

各学校では「特別の教科　道徳」（道徳科）の特質を生かし
た学習指導の改善・充実に取り組まれている。学校におけ
る道徳教育及び道徳科の内容について一層の理解を深
め、「考え、議論する道徳」の実現、すなわち、「主体的・対
話的で深い学び」の実現に向けた授業構想と多様な指導の
展開について考える。
   併せて、道徳科の評価の意義や基本的な態度についても
理解を深め、指導と評価の一体化を図る。

小林　幹夫（教育学部　特任教授） 東京都日野市 6時間 令和2年8月4日 教諭 小学校教諭 7,000円 60人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日）)

令02-
30248-
506848号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】小学校書写（毛筆）授業
の改善

小学生が手書き文字に興味を持ち、書写に楽しく取り組め
るようにするための授業構想を考える。小学校の毛筆入門
期の基本的なことを取り上げる。

菅野　秀二（教育学部 特任教授） 東京都日野市 6時間 令和2年8月13日 教諭 小学校教諭 7,000円 50人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日） )

令02-
30248-
506849号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

明星大学
【選択】「保護者対応」の望ましい
在り方を考えるＡ

子どもが変わり､親が変わった｡学校を取り巻く環境や状況
の変化は大きくそして著しい｡多くの教師は保護者との対応
や連携のあり方など児童生徒指導上の様々な対応に苦慮
している｡この講座では､保護者対応等の喫緊の課題を取り
上げる中で､これからの児童生徒指導のあり方､保護者との
望ましい対応や連携のあり方等について具体的事例をもと
に､受講者相互の情報交換や討議､講義等を通して考えて
いきたい。

佐藤　裕之（教育学部　特任教授） 東京都日野市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 7,000円 40人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日）)

令02-
30248-
506850号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】「保護者対応」の望ましい
在り方を考えるＢ

子どもが変わり､親が変わった｡学校を取り巻く環境や状況
の変化は大きくそして著しい｡多くの教師は保護者との対応
や連携のあり方など児童生徒指導上の様々な対応に苦慮
している｡この講座では､保護者対応等の喫緊の課題を取り
上げる中で､これからの児童生徒指導のあり方､保護者との
望ましい対応や連携のあり方等について具体的事例をもと
に､受講者相互の情報交換や討議､講義等を通して考えて
いきたい。

佐藤　裕之（教育学部　特任教授） 東京都日野市 6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 7,000円 40人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日） )

令02-
30248-
506851号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】子どもの育ちを支援する
教育相談の考え方･進め方 A

第一に、教育相談の現状からその今日的意義を理解し、児
童生徒の理解と支援に必要となる教育相談の基本的事項と
相談の組み立てや実践の理論を学び取ります。第二に、不
登校・いじめと言った教育相談の対象となる諸問題を各論で
扱い、相談技術の実践力を習得します。

福田　憲明（心理学部 教授） 東京都日野市 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
7,000円 60人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日） )

令02-
30248-
506852号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】小学校外国語活動入門
～中学校英語が楽しくなるような
小中連携を目指して～Ａ

小学校外国語教育において、新学習指導要領を尊重した上
で、その指導を中学校で生かし中学校英語につなげるもの
とするために小学校でどのように指導をしていけばよいの
か、その授業内容と組み立てについて考える。中学年・高学
年の違いを確認し、小学校外国語教育における基礎的な理
論や指導法を紹介し、英単語や英文を扱う際の注意点の確
認、発音の確認や演習を行う。また、外国語教育の指導に
おいて注意すべき点を紹介し、小学生の児童が楽しい中に
もしっかりと学びがある外国語教育について考察する。

伊藤　摂子（教育学部 非常勤講師） 東京都日野市 6時間 令和2年8月14日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭(英語)

7,000円 50人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日） )

令02-
30248-
506853号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

明星大学
【選択】健康で活動的な子どもを
育むために

本講座は、幼稚園における運動遊びや小学校の体育、家庭
や地域におけるスポーツ実践について、体力科学の視点か
ら考えるものである。現代の子どもに関する健康・体力の諸
問題の中から、①子どもの健康・体力、②身体の発育発達、
③子どもの身体活動量、④子どものうちに身につけたい動
き、という４つのテーマを選び、それらについての理解を通し
て、健康で活動的な子どもを育むことの重要性とその手だて
について考えていく。

村岡　慈歩（教育学部　教授） 東京都日野市 6時間 令和2年7月28日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 60人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日） )

令02-
30248-
506854号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】心と体をはぐくむ体育・保
健体育科教育

本講座は、体育・保健体育科に関する現行学習指導要領の
成果と課題を整理し、新学習指導要領で育成を目指す資
質・能力を踏まえ、体育・保健体育科の教科目標や今後の
体育科教育の方向性などについて理解を深めるとともに、
豊かな心とたくましく生きるための健康や体力などを高める
授業改善の在り方や体育・保健体育科を取り巻く教育課題
に対応できる実践的な指導力の向上を目指して開講する。

倉田　朋保（教育学部　特任教授） 東京都日野市 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)

7,000円 60人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日） )

令02-
30248-
506855号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】子供達の成長を育む運動
学習とその指導法

子供達が、運動を学習することによって豊かな心や健やか
な体が育まれ、逞しく成長していくことについて学ぶ。「運動
は脳で学習すること」、「運動が上達する仕組み」等について
学びながら、運動や体育、スポーツ活動の価値について探
求する。特に、運動技能の習得の仕組みや習得させるため
に必要な知識や効果的な学習方法について詳しく学ぶ。

今福　一寿（教育学部 教授） 東京都日野市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校教諭・中

学校教諭(保健体
育)

7,000円 60人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日）)

令02-
30248-
506856号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】遊びの中で感動体験を演
出する理科実験

本学で毎年夏期に近隣の小・中学生を対象に開催している
「夏休み科学体験教室」での実施内容を実例として取上げ、
児童・生徒たちの「体験」とはどのようなものか実感する。そ
して、参加者に「知」のメッセージをいかに伝えるかを考え、
併せて、安全面への配慮についても議論する。そのため本
講座では、グループでの「実験体験」や受講者間での「話し
合い」に重きをおいて講習をすすめてゆく。

原田　久志（理工学部 教授） 東京都日野市 6時間 令和2年8月19日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭(理科)・
高等学校教諭(理

科)

7,000円 30人

令和2年4月21日～
令和2年5月22日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　4月21日
～4月24日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　5月12
日～5月15日、【一般募
集期間】5月19日～5月

22日）)

令02-
30248-
506857号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

明星大学
【選択】「保護者対応」の望ましい
在り方を考えるＣ

子どもが変わり､親が変わった｡学校を取り巻く環境や状況
の変化は大きくそして著しい｡多くの教師は保護者との対応
や連携のあり方など児童生徒指導上の様々な対応に苦慮
している｡この講座では､保護者対応等の喫緊の課題を取り
上げる中で､これからの児童生徒指導のあり方､保護者との
望ましい対応や連携のあり方等について具体的事例をもと
に､受講者相互の情報交換や討議､講義等を通して考えて
いきたい。

佐藤　裕之（教育学部　特任教授） 東京都日野市 6時間 令和2年12月24日 教諭 小学校教諭 7,000円 40人

令和2年9月15日～
令和2年10月2日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　9月15日
～9月18日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　9月23
日～9月25日、【一般募
集期間】9月29日～10

月2日）)

令02-
30248-
506858号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】子どもの育ちを支援する
教育相談の考え方･進め方 Ｂ

第一に、教育相談の現状からその今日的意義を理解し、児
童生徒の理解と支援に必要となる教育相談の基本的事項と
相談の組み立てや実践の理論を学び取ります。第二に、不
登校・いじめと言った教育相談の対象となる諸問題を各論で
扱い、相談技術の実践力を習得します。

福田　憲明（心理学部 教授） 東京都日野市 6時間 令和2年12月22日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
7,000円 60人

令和2年9月15日～
令和2年10月2日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　9月15日
～9月18日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　9月23
日～9月25日、【一般募
集期間】9月29日～10

月2日） )

令02-
30248-
506859号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】小学校外国語活動入門
～中学校英語が楽しくなるような
小中連携を目指して～Ｂ

小学校外国語教育において、新学習指導要領を尊重した上
で、その指導を中学校で生かし中学校英語につなげるもの
とするために小学校でどのように指導をしていけばよいの
か、その授業内容と組み立てについて考える。中学年・高学
年の違いを確認し、小学校外国語教育における基礎的な理
論や指導法を紹介し、英単語や英文を扱う際の注意点の確
認、発音の確認や演習を行う。また、外国語教育の指導に
おいて注意すべき点を紹介し、小学生の児童が楽しい中に
もしっかりと学びがある外国語教育について考察する。

伊藤　摂子（教育学部 非常勤講師） 東京都日野市 6時間 令和2年12月20日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭(英語)

7,000円 30人

令和2年9月15日～
令和2年10月2日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　9月15日
～9月18日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　9月23
日～9月25日、【一般募
集期間】9月29日～10

月2日）)

令02-
30248-
506860号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】教育実践につなげる発達
心理学

教育実践，授業実践において、子どもたちの発達的特徴を
理解し、子どもたちの発達に合わせた関わりや指導を行うこ
とが重要とされる。本講座では、幼児期から児童期の発達
的特徴を取り上げ、それぞれの発達段階で留意すべき問題
など教育実践や授業実践とのつながりを考える。また、授業
実践に関連するトピックとして、児童の積極的授業参加行動
の変化を取り上げ、学年に伴う子どもの行動の変化とその
対応についても検討する。(小中連携の観点から中学校教
諭も対象とする)

布施　光代（教育学部 教授） 東京都日野市 6時間 令和2年12月23日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭・中学

校教諭
7,000円 60人

令和2年9月15日～
令和2年10月2日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　9月15日
～9月18日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　9月23
日～9月25日、【一般募
集期間】9月29日～10

月2日） )

令02-
30248-
506861号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

明星大学
【選択】「地理の授業で使える工
夫」について考える

地理の授業では、様々なスケールで時空間事象を取り上げ
ることになる。授業では、生徒たちに空間スケール・時間ス
ケールを正確に認識させ、その他の地理的事象についても
イメージをより正確に定着させる努力が求められる。本講座
では、講師が大学での授業で取り入れている工夫を複数紹
介し、それを起点に受講者が「地理の授業で使える工夫」を
自ら創出していくためのスキルを啓発するための演習をおこ
なう。

長谷川　裕彦（教育学部　准教授） 東京都日野市 6時間 令和2年12月19日 教諭
中学校教諭(社
会)・高等学校教

諭(地理)
7,000円 50人

令和2年9月15日～
令和2年10月2日

(備考　【優先①募集期
間】(現職の卒業生・提
携先勤務等)　9月15日
～9月18日、【優先②募
集期間】(卒業生・各学
校種の現職等)　9月23
日～9月25日、【一般募
集期間】9月29日～10

月2日） )

令02-
30248-
506862号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学
【選択】[通]　子どもの育ちを支援
する教育相談の考え方・進め方

第一に、教育相談の現状からその今日的意義を理解し、児
童生徒の理解と支援に必要となる教育相談の基本的事項と
相談の組み立てや実践の理論を学び取ります。第二に、不
登校・いじめと言った教育相談の対象となる諸問題を各論で
扱い、相談技術の実践力を習得します。

福田　憲明（心理学部 教授）
高下　梓（松本短期大学　幼児保育学科助教）
田淵　尚子（心理学部 非常勤講師）

通信教育 18時間
令和2年5月18日～
令和2年12月19日

教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
21,000円 80人

令和2年5月7日～
令和2年7月31日

令02-
30248-
506863号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

星槎大学
【選択】発達障害がある子どもた
ちへの支援とインクルーシブ教育

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、具体例を挙げて解説するとともに、さま
ざまな個性を持つ子どもたち一人ひとりの教育的なニーズ
に応じる「インクルーシブ教育」についても、総合的な理解を
目指していく。

岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）
前嶋　深雪（教育実践研究科 非常勤講師）

神奈川県藤沢
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 130人
令和2年4月16日～

令和2年7月1日

令02-
30260-
509725号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】人権教育 － 差別・貧困
の裏側にあるもの－

人権教育は、学校教育において児童・生徒を支援するため
に必要なものである。学校では実際に、外国につながる生
徒、障がいがある生徒、貧困に苦しむ生徒などが学んでい
る。そうした児童・生徒がどのような状況にあり、また、どう
支援するかを先生たちと一緒に考えていきたい。

手島　純（共生科学部専任教授）
神奈川県横浜
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 7,000円 120人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30260-
509726号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】「学び続ける教員像」と教
員の能力開発

中教審答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の
総合的な向上方策について」では、これからの学校教育を
支える教員として、「学び続ける教員像」を掲げている。本講
義では以下のポイントを押さえながら、教員が義務ではなく
自発的に学び合う能力開発上の工夫について、理論と実践
の両面から検討を行う①学び続ける教員像とは②教科・教
職の専門知識と実践指導力の向上とは③教育実践のリフレ
クション（省察）とは④実際にリフレクションを行う。

三輪　建二（教育実践研究科専任教授）
神奈川県横浜
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 7,000円 120人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30260-
509727号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】生きる力を育む食育を実
践する

食べ物は身体を作ると同時に精神を育て、生きる力そのも
のを育むものである。自ら身体の中に取り入れる食べ物に
ついて学び、その食べ物が自らに与える影響を理解し、健
全な精神を持った健全な身体を育むために必要な食を見分
ける力は、生きる力そのものである。本講習は、子供たちの
周りに溢れる食を取り巻く問題を理解し、食べ物と身体、精
神、地域の文化の関係を学び、グループで、生きる力を育む
食材選び、調理、食事を楽しむ「食育の環」の実践を通し、
子供たちの生きる力を育てる食育について考え、実践方法
を学ぶ講習とする。

坪内　俊憲（共生科学部教授）
長井　梢（共生科学部特任教授）
斎藤　憲子（共生科学部准教授）

神奈川県横浜
市

18時間
令和2年12月21日～
令和2年12月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 21,000円 25人
令和2年4月16日～
令和2年11月30日

令02-
30260-
509728号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

星槎大学
【選択】生きる力を育む食育を実
践する

食べ物は身体を作ると同時に精神を育て、生きる力そのも
のを育むものである。自ら身体の中に取り入れる食べ物に
ついて学び、その食べ物が自らに与える影響を理解し、健
全な精神を持った健全な身体を育むために必要な食を見分
ける力は、生きる力そのものである。本講習は、子供たちの
周りに溢れる食を取り巻く問題を理解し、食べ物と身体、精
神、地域の文化の関係を学び、グループで、生きる力を育む
食材選び、調理、食事を楽しむ「食育の環」の実践を通し、
子供たちの生きる力を育てる食育について考え、実践方法
を学ぶ講習とする。

坪内　俊憲（共生科学部教授）
長井　梢（共生科学部特任教授）
斎藤　憲子（共生科学部准教授）

愛知県名古屋
市

18時間
令和2年12月21日～
令和2年12月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 21,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年11月30日

令02-
30260-
509729号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】新聞を活用した授業デザ
イン（NIE）を考える

SNSの普及などに伴いフェイクニュースの拡散が問題とな
り、特に、子どもたちが信頼性のある情報を選択・活用する
能力（メディアリテラシー）を身に付けることは喫緊の課題で
ある。本講習では、その解決のために、学校現場での新聞
活用（NIE）の有効性を明らかにし、いま求められている授業
デザインの方法を習得する。また、多くの学校が校外学習で
来館する横浜のニュースパーク（日本新聞博物館）や各地
域の新聞社（北海道新聞社、北日本新聞社）の施設を用い
て、実際にNIEを体験しながら、今後の教育活動に活用可能
な実践的演習を提供する。

細田　満和子（共生科学部副学長）
佐々木　伸（共生科学部専任教授）
山脇　直司（共生科学部学長）

神奈川県横浜
市

18時間
令和2年12月25日～
令和2年12月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年12月1日

令02-
30260-
509730号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学 【選択】危機管理と危機管理演習

本講座では教育現場における全ての教員の危機管理意識
の向上を図るとともに、多様な状況に対応していくための基
本的なリスクマネジメントを考えていきます。また実際に演習
を通して個々の異質・能力を高めていくことを目指します

樫永　卓三（大学院教育実践研究科　専任教
授）
吉原　昌子（共生科学部特任講師）

神奈川県横浜
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 7,000円 120人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30260-
509731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）

広島県広島市 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 60人
令和2年4月16日～

令和2年7月1日

令02-
30260-
509732号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学
【選択】新聞を活用した授業デザ
イン（NIE）を考える

SNSの普及などに伴いフェイクニュースの拡散が問題とな
り、特に、子どもたちが信頼性のある情報を選択・活用する
能力（メディアリテラシー）を身に付けることは喫緊の課題で
ある。本講習では、その解決のために、学校現場での新聞
活用（NIE）の有効性を明らかにし、いま求められている授業
デザインの方法を習得する。また、多くの学校が校外学習で
来館する横浜のニュースパーク（日本新聞博物館）や各地
域の新聞社（北海道新聞社、北日本新聞社）の施設を用い
て、実際にNIEを体験しながら、今後の教育活動に活用可能
な実践的演習を提供する。

細田　満和子（共生科学部副学長）
佐々木　伸（共生科学部専任教授）
山脇　直司（共生科学部学長）

北海道札幌市 18時間
令和2年12月25日～
令和2年12月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年12月1日

令02-
30260-
509733号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

306 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

星槎大学
【選択】新聞を活用した授業デザ
イン（NIE）を考える

SNSの普及などに伴いフェイクニュースの拡散が問題とな
り、特に、子どもたちが信頼性のある情報を選択・活用する
能力（メディアリテラシー）を身に付けることは喫緊の課題で
ある。本講習では、その解決のために、学校現場での新聞
活用（NIE）の有効性を明らかにし、いま求められている授業
デザインの方法を習得する。また、多くの学校が校外学習で
来館する横浜のニュースパーク（日本新聞博物館）や各地
域の新聞社（北海道新聞社、北日本新聞社）の施設を用い
て、実際にNIEを体験しながら、今後の教育活動に活用可能
な実践的演習を提供する。

細田　満和子（共生科学部副学長）
佐々木　伸（共生科学部専任教授）
山脇　直司（共生科学部学長）

富山県富山市 18時間
令和2年12月25日～
令和2年12月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年12月1日

令02-
30260-
509734号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学

【選択】持続可能な社会づくりの
担い手を育む授業力　~先住民族
ピグミーから見える教育の本質と
在り方 ~

グローバル化と相互依存が進んでいる中、個人が相互理解
に基づく共生という視点を持ちつつ、自己を確立し、主体的
に行動できる人材を育成が必要である。本講習では、コンゴ
共和国からピグミー族を招聘し、彼らの文化・生活から持続
可能な生き方を学び、人類が直面している課題や近代教育
のあり方を「ヒトの原点」に回帰して再考し、「持続可能な社
会づくりの担い手を育む」授業方法・指導方法・教育活動を
立案する。なお事前に印刷教材を読み6時間分のレポートを
通信教育として2020年4月16日～9月30日の間に提出し、2
日間（12時間）の対面講習と合わせて合計で18時間の講習
とする。

西原　智昭（共生科学部　特任教授）
神奈川県横浜
市

18時間
令和2年10月31日～
令和2年11月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年9月15日

令02-
30260-
509735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） 大阪府大阪市 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4月16日～

令和2年7月5日

令02-
30260-
509736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 40人
令和2年4月16日～
令和2年8月20日

令02-
30260-
509737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16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） 大阪府大阪市 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 40人
令和2年4月16日～
令和2年8月31日

令02-
30260-
509738号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

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。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16日か
ら11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。

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12月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年10月30日

令02-
30260-
509739号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

関東学院大学
【選択】日本や海外の教育事情と
教育実践の省察と共有

日本や海外の教育事情（オルタナティブ教育、国際バカロレ
ア、アフリカの子供たちの教育、国際教育協力）、異文化理
解（食事情や環境教育等も若干含む）について新旧の事例
を紹介・提示するとともに、受講者の省察や各学校種での経
験を共有できるように議論や振り返りの時間を確保して、教
育に関する受講者の知見をアップデートし、それぞれの職能
成長に寄与できるようなアクティブ・ラーニングを実施する。

中和　渚（建築・環境学部　専任講師）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月5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14日～
令和2年5月21日

(備考　「5月14日～5月
15日」は卒業生優先募
集期間、「5月18日～5
月21日」は一般募集期

間)

令02-
30267-
509096号

045-786-7007
http://univ.kanto-
gakuin.ac.jp/index.php/j
a/

関東学院大学
【選択】家族のケアを担う子ども
（ヤングケアラー）の理解と支援

障がいや病気のためにケアを必要とする人が家族にいる場
合に大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の
世話、介護、心理的サポートなどを行なっている18歳未満の
子どもをヤングケアラーといいます。孤立、遅刻や学業不
振、進路変更の原因が介護とは学校関係者には気づきにく
い状況があります。実態調査などから現状を理解し、アク
ティブ・ラーニングの技法も用いて子どもの成長と家族の支
援について共に考えます。

青木　由美恵（看護学部、看護学研究科教授、
看護学研究所所長）

神奈川県横浜
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 100人

令和2年5月14日～
令和2年5月21日

(備考　「5月14日～5月
15日」は卒業生優先募
集期間、「5月18日～5
月21日」は一般募集期

間)

令02-
30267-
509097号

045-786-7007
http://univ.kanto-
gakuin.ac.jp/index.php/j
a/

関東学院大学
【選択】主体的な学習を引き出す
アクティブラーニング実践講座

本講習では、受講者が自身の担当する授業や教育活動に
アクティブラーニング（以下、ＡＬとする）を導入できることを目
指し、ＡＬの基礎理論とその方略を習得できるようにする。講
習は、講義＋ワークショップ形式で行われ、具体的にはＡＬ
導入の意義と効果、授業へ導入するための授業設計や手
法の理解、ルーブリックを活用した学習活動の評価などを学
ぶ。

杉原　亨（高等教育研究・開発センター准教授）
奈良　堂史（高等教育研究・開発センター准教
授）

神奈川県横浜
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5月14日～
令和2年5月21日

(備考　「5月14日～5月
15日」は卒業生優先募
集期間、「5月18日～5
月21日」は一般募集期

間)

令02-
30267-
509098号

045-786-7007
http://univ.kanto-
gakuin.ac.jp/index.php/j
a/

横浜美術大学
【選択】新しい美術教材と授業づ
くり

学習指導要領美術科の目的、内容、方法を再確認し、具体
的な学習内容と指導法、実践研究を行う。まず、絵画、彫
刻、デザイン・映像メディア表現及び工芸の４つの実技講座
から１講座を選択し、２日間制作する。３日目はこれら受講し
た実技講座をもとに題材案の作成、研究を行い、Ａ表現、Ｂ
鑑賞を含めた年間指導計画について考察していく。

中野　滋（美術学部非常勤講師）
古性　淑子（美術学部准教授）
杉本　洋（美術学部非常勤講師）
安岡　和彦（美術学部教授）
金井　則夫（美術学部非常勤講師）

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

中学校・高等学
校（美術・工芸）、
小学校（図工）教

諭

21,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年6月5日

令02-
30286-
507356号

045-963-4074
https://www.yokohama
-art.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】いじめを生まない学級づく
りに生かす話合い指導

①学級づくりの「太陽」アプローチ、「北風」アプローチ
②太陽アプローチの基礎と応用
③北風アプローチの基礎と応用
④話合い指導の基礎と応用
⑤学級づくり・話合い指導の演習（グループワーク）

橋本　定男（新潟薬科大学　非常勤講師） 新潟県柏崎市 6時間 令和2年10月31日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30295-
508380号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】新幼稚園教育要領等の
内容と幼児教育の課題

幼稚園教育要領等の改訂の経緯と内容を確認し、今後の
幼児教育・保育に求められるカリキュラムについて講じる。
また関連して幼保小連携、子育て支援等のトピックを扱い、
今後の幼児教育における問題と課題を共有する。

杉浦　英樹（上越教育大学大学院　学校教育研
究科教授）

新潟県柏崎市 6時間 令和2年10月31日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30295-
508381号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/
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新潟工科大学
【選択】教室のコミュニケーション
からみた子どもの学び

教室におけるコミュニケーションの特徴から子どもの学習過
程を捉える視点を、心理学に基づく理論的・実践的研究の
知見を踏まえて学ぶ。あわせて、子どもの学習を支援する
教師の役割を、教室におけるコミュニケーションに着目して
考える。

一柳　智紀（新潟大学大学院　教育学研究科准
教授）

新潟県柏崎市 6時間 令和2年11月1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16日～
令和2年5月15日

令02-
30295-
508382号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】特別支援教育の基本的
理解（教育課程・指導法）

インクルーシブな教育を含む特別支援教育の理念やその対
象となる子どもの障害特性、特別な教育的ニーズに対応す
る教育課程編成、教育課程の要となる自立活動の指導等に
ついて概説する。その上で｢チーム学校｣の観点から、子ども
の実態把握や目標設定の方法等、個別の指導計画作成の
手続き等について細述するとともに、子どものライフステー
ジを見すえ、個別の教育支援計画を通した機関連携のあり
方等についても言及する。

笠原　芳隆（上越教育大学大学院　学校教育研
究科教授）

新潟県柏崎市 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 80人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30295-
508383号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】いじめ問題の予防と対応
－理論と実践の往還から－

本講習は、予防的・開発的生徒指導（教育カウンセリング心
理学）の視点から、①当該問題の何が問題なのか、②早期
発見の方法、③加害・被害生徒の心理的特徴と個別対応ま
た集団対応の方法、そして何よりも④当該問題の予防教育
について演習を交えて考えていきます。

稲垣　応顕（上越教育大学大学院　学校教育研
究科教授）

新潟県柏崎市 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 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30295-
508384号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学 【選択】数学の背景と本質

数学を教えるにあたり、当たり前を疑ったことはあるだろう
か。中等教育で扱う数学は学問における一部分を抽出した
内容であるため、生徒が諸概念の本質を捉えるのは容易で
はない。したがって、普段当然とする数式図形の根本を見直
すのは教育者にとって意義がある。本講習では、数学に在
る「本質的な意味」について言及する。演算の定義、幾何学
的意味、歴史的背景などを紹介し、数学が持つ本来の意味
への認識を深めたい。

冨澤　佑季乃（工学部講師） 新潟県柏崎市 6時間 令和2年11月7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16日～
令和2年5月15日

令02-
30295-
508385号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】生徒指導・教育相談の知
と心－理論と実践を学ぶ－

本講習は、予防的・開発的生徒指導、また育てる生徒指導
の立場に立ちます。児童生徒が、「21世紀を生き抜く力」とし
て必要な人間関係形成能力や自己更新する力を育成する
手立てを演習を交えながら考察していきます。また、いじめ・
不登校・発達障がいのある児童生徒の集団適応についても
検討していきます。
本講習では、教育とカウンセリングを兼ね揃えた視点から、
演習を交えて生徒への指導支援を予防的・開発的・問題解
決的に考えていきます。

稲垣　応顕（上越教育大学大学院　学校教育研
究科教授）

新潟県柏崎市 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 40人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30295-
508386号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】幼児教育の指導計画・記
録・評価

幼児教育・保育における実践活動を振り返り、考察していく
ための指導計画と記録のあり方について理解を進める。ま
た、幼児教育において求められる評価の考え方についての
理解を深めるための共同検討を行う。幼児教育を振り返り、
適切な評価を継続していくための仕組みについて考え、より
良い評価を実践していくための知識と態度について習得す
る。

白神　敬介（上越教育大学大学院　学校教育研
究科准教授）

新潟県柏崎市 6時間 令和2年11月8日 教諭
幼稚園教諭・初
任者～中堅教員

向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30295-
508387号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】食と身体との対話　—新潟
からの発信—

食は私たちの誕生から死に至るまで最も身近なものであり、
健康に直結するものである。特に近年の超高齢社会におい
ては、新たな健康の課題の多くが食と繋がっている。本講習
は教育の現場におられる先生方が対象なので、その食と身
体との関わりを表面的な捉え方ではなく、栄養学の基本的
立場から紹介したい。また、現在話題になっている和食の良
さについて、新潟の代表である米を中心に新たな理解を提
供する。

門脇　基二（工学部教授） 新潟県柏崎市 6時間 令和2年11月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

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4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30295-
508388号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

309 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟工科大学 【選択】脳科学の「知」と「心」

本講義では、人間の脳について、生物学的見地と教育学的
見地の両面から扱います。前者においては、脳の形成過
程、脳機能、脳の不思議、脳の病気と加齢による変化、脳と
心について、後者においては、乳幼児期の脳の発達、早期
教育と脳、学習と記憶の脳科学、言語と読書の脳科学につ
いて、研究資料や具体的事例を用いながら講じます。

高橋　均（元新潟大学脳研究所教授）
小久保　美子（新潟大学大学院　教育学研究科
教授）

新潟県柏崎市 6時間 令和2年11月23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16日～
令和2年5月15日

令02-
30295-
508389号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学 【選択】学習と記憶の心理学

記憶の仕組みやそのはたらきを学び、記憶理論の視点から
学習活動、学習指導について考えます。人の記憶の構造や
記憶の過程から、「覚える」、「忘れる」だけでなく、「理解す
る」「考える」「できる」など、学習と深く関わる様々な事象に
ついて、認知心理学的にとらえます。

橋本　圭子（工学部准教授） 新潟県柏崎市 6時間 令和2年11月28日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30295-
508390号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】楽しく一気に上達！英語
の発音

この講座では、英語の基本的な発音をトレーニングし、自信
を持って発音の指導にあたる方法を学びます。入門期の英
語学習者に対する指導に役立てることはもちろん、英語の
音声面の基礎を学ぶことがリスニング力の向上にもつなが
ることをねらいとしています。限られた講習時間でも、受講者
の皆さんがご自身の発音の上達をはっきりと感じ取れるよ
う、英語が苦手な方にもやさしく指導します。

須貝　文弘（工学部准教授） 新潟県柏崎市 6時間 令和2年11月28日 教諭
小、中・高等学校

英語科教諭
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30295-
508391号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】プログラミング教育の基
礎

新学習指導要領では小学校でプログラミングを必修化する
こととしている。実際にパソコンやタブレット端末を利用した
授業を計画する際には、コンピュータのしくみや特性を理解
し、適用の範囲を正しく見極める必要がある。本講座では、
まずコンピュータのハードウェアとソフトウェアに関する基礎
的な知識を修得する。次にビジュアル・プログラミング言語
Scratchを用いたプログラミングの手法を学び、小学校段階
における教授法について考究する。また、設定課題におけ
る多職種連携の視点から養護・栄養教諭の参加を歓迎す
る。

佐藤　栄一（工学部教授） 新潟県柏崎市 6時間 令和2年11月29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4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30295-
508392号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟青陵大学 【選択】やる気と人間関係の心理

現代の子ども達が抱える大きな心理的問題、やる気のなさ
と人間関係能力の低下。そのために能力を発揮できない子
ども達。そして親子の問題、教師と子ども、保護者とのトラブ
ルなど。心理学の基本を学ぶとともに、スクールカウンセリ
ングの現場からの報告等を通して、やる気と人間関係の心
理について学びます。

碓井　真史（スクールカウンセラー、 福祉心理
学部教授、 大学院臨床心理学研究科教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年6月21日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 80人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509653号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学 【選択】やる気と人間関係の心理

現代の子ども達が抱える大きな心理的問題、やる気のなさ
と人間関係能力の低下。そのために能力を発揮できない子
ども達。そして親子の問題、教師と子ども、保護者とのトラブ
ルなど。心理学の基本を学ぶとともに、スクールカウンセリ
ングの現場からの報告等を通して、やる気と人間関係の心
理について学びます。

碓井　真史（スクールカウンセラー、 福祉心理
学部教授、 大学院臨床心理学研究科教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年9月13日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 80人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509654号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学 【選択】やる気と人間関係の心理

現代の子ども達が抱える大きな心理的問題、やる気のなさ
と人間関係能力の低下。そのために能力を発揮できない子
ども達。そして親子の問題、教師と子ども、保護者とのトラブ
ルなど。心理学の基本を学ぶとともに、スクールカウンセリ
ングの現場からの報告等を通して、やる気と人間関係の心
理について学びます。

碓井　真史（スクールカウンセラー、 福祉心理
学部教授、 大学院臨床心理学研究科教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年11月23日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 80人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509655号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/
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新潟青陵大学
【選択】ピアノ伴奏―楽しく弾くコ
ツと効率よい練習方法

ピアノ伴奏は、日常の保育や授業のために「すぐに弾けるよ
うになりたい」時と、発表会等の際に「ちゃんと弾けるように
なりたい」時があります。それぞれに応じた弾き方、その練
習方法を解説します。実際に体験しましょう。課題曲は「う
み」「あめふりくまのこ」「おつかいありさん」。いずれかを少し
練習しておくと効果的です（伴奏譜、調性等自由）。その他、
弾きなれた楽譜を１冊持参して下さい。簡易伴奏、コードの
活用についても取り上げます。

栄長　敬子（ピアニスト、短期大学部幼児教育
学科准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年10月25日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509656号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学 【選択】保育者の資質向上

幼児期は教師の在り方が幼児に大きく影響を及ぼします。
本講習では、保育者の在り方を問い直し、しっかりとした保
育観を持つことを目指します。さまざまな個性の子どもたち
にどのような意図を持ち、どのような言葉を使うべきか、保
育現場で起こる日々の出来事に、保育のプロとしてどう対応
すべきかを考えます。

加藤　由美子（新潟青陵幼稚園園長、短期大学
部非常勤講師）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月2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4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509657号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学 【選択】保育者の資質向上

幼児期は教師の在り方が幼児に大きく影響を及ぼします。
本講習では、保育者の在り方を問い直し、しっかりとした保
育観を持つことを目指します。さまざまな個性の子どもたち
にどのような意図を持ち、どのような言葉を使うべきか、保
育現場で起こる日々の出来事に、保育のプロとしてどう対応
すべきかを考えます。

加藤　由美子（新潟青陵幼稚園園長、短期大学
部非常勤講師）

新潟県新潟市 6時間 令和2年11月3日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509658号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】スクールカウンセラーと考
えるいじめ、不登校、自殺、そし
て保護者対応

先生方が日々格闘している諸問題。現代の子どもと保護者
が抱える様々な課題。私も、２０年のスクールカウンセラー
経験の中で、先生方と共に闘ってきました。テキスト上の理
論や事例集に載るきれいなケースを学ぶだけでは解決が難
しいことがらについて、基礎から応用、失敗例も含めて、み
なさんと共に考え、問題解決の糸口を探っていきたいと思い
ます。

碓井　真史（スクールカウンセラー、 福祉心理
学部教授、 大学院臨床心理学研究科教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年10月11日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 80人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509659号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】子どもの生活環境と課題
－スクールソーシャルワーカーの
活用

子ども達の抱える問題は、家庭環境から関連していることが
多いと考えます。そこで札幌でのスクールソーシャルワー
カーの経験から現在の保護者が抱える生活問題や関係機
関との連携の実践を整理し、教育現場での福祉専門職の利
用の仕方や連携について学びます。また、新潟で利用でき
る社会資源（福祉サービス）を知っていただけたらと思いま
す。
後半、事例を取り上げて検討しますが、第1回目（9月27日）
は中学校・高等学校を中心に、第2回目（10月25日）は幼稚
園・小学校を中心に進めたいと思っています。

花澤　佳代（福祉心理学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年9月27日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 50人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509660号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】子どもの生活環境と課題
－スクールソーシャルワーカーの
活用

子ども達の抱える問題は、家庭環境から関連していることが
多いと考えます。そこで札幌でのスクールソーシャルワー
カーの経験から現在の保護者が抱える生活問題や関係機
関との連携の実践を整理し、教育現場での福祉専門職の利
用の仕方や連携について学びます。また、新潟で利用でき
る社会資源（福祉サービス）を知っていただけたらと思いま
す。
後半、事例を取り上げて検討しますが、第1回目（9月27日）
は中学校・高等学校を中心に、第2回目（10月25日）は幼稚
園・小学校を中心に進めたいと思っています。

花澤　佳代（福祉心理学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年10月25日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 50人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509661号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟青陵大学
【選択】非行の心理～どう理解
し，どう関わるか～

非行問題は，生徒指導領域においては古くて新しい問題で
ある。本講座では，少年鑑別所で非行少年と関わってきた
講師の経験に基づき，非行少年の心理をどう理解し，どのよ
うに関わっていくべきかについて，具体的に考察していく。

佐藤　亨（福祉心理学部教授、大学院臨床心理
学研究科教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年9月21日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭向け

6,000円 50人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509662号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】小児に特有な疾患とその
対処法および心肺蘇生

本講習では、小児に特有な疾患の概説とその対処法および
心肺蘇生法について学びます。
１）小児期に見られる外科的疾患
２）症状から疑われる疾患と処置（頭痛、起立性調節障害、
過換気症候群、発熱、腹痛、下痢など）
３）食物アレルギー
４）小児期に見られる特有な疾患（先天性心疾患、感染症、
悪性腫瘍）
５）外傷とその処置
６）熱中症・低体温症
７）心肺蘇生法（ABCからCABへ）（実技実習を含む）

山際　岩雄（看護学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭 6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509663号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学 【選択】乳幼児へのまなざし

近年、心のゆとりがなくなり、保育者になった原点を忘れか
けてきていませんか？子どもたちの育ちと遊びの中には、き
らりと光る場面がたくさんあります。そのひたむきな姿を「て
いねいなまなざし」で観るとき、保育の仕事の魅力をたくさん
見つけることができることでしょう。また、子育て環境が変化
する中で、保護者の気持ちに寄り添い支え 共に子どもの成
長を喜び合うには…エピソードを通して学び、意見交換しな
がら一緒に考えてみましょう。

上原　由美（短期大学部幼児教育学科特任助
教）

新潟県新潟市 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16日～
令和2年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509664号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学 【選択】乳幼児へのまなざし

近年、心のゆとりがなくなり、保育者になった原点を忘れか
けてきていませんか？子どもたちの育ちと遊びの中には、き
らりと光る場面がたくさんあります。そのひたむきな姿を「て
いねいなまなざし」で観るとき、保育の仕事の魅力をたくさん
見つけることができることでしょう。また、子育て環境が変化
する中で、保護者の気持ちに寄り添い支え 共に子どもの成
長を喜び合うには…エピソードを通して学び、意見交換しな
がら一緒に考えてみましょう。

上原　由美（短期大学部幼児教育学科特任助
教）

新潟県新潟市 6時間 令和2年9月12日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509665号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】思春期危機から学ぶ児
童・生徒のこころの理解

思春期とは、あらゆる児童・生徒が通る重要な関門であると
同時に、こころの成長過程の中で最大の危機をはじめて主
体的に体験する機会である。本講習では、子どもたちがそ
れぞれのこころを形づくる中でその難関をどのように乗り越
え、そこから何を学んでゆくのかについて概説し、思春期危
機という観点から、受講者が経験した現場事例の心理的意
味とそこへの対応・支援について検討してゆく。

浅田　剛正（大学院臨床心理学研究科准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年7月19日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校学校教諭、

養護教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509666号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】学校現場で活かす教育心
理

学習理論、動機づけ理論、特別支援教育、カウンセリングな
ど、教育心理学における知見は、学校現場の教育活動との
関連が深いものが多い。学習指導や生徒指導では、子ども
の行動や認知のメカニズムを理解し、効果的な支援の方法
を探ることが大切である。発達や学習の過程について概説
するとともに、それらの知見を日々の教育活動にどのように
活かすことができるか考察する。

中村　恵子（看護学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年11月29日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 40人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509667号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟青陵大学
【選択】プレゼンテーションと思考
整理のツールの活用

学習指導要領では、小・中・高等学校を通じて、情報を主体
的に収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏
まえて発信・伝達できる力、そして科学的な理解に裏打ちさ
れた情報活用能力を育むことが求められています。
本講座では、KP法（紙芝居プレゼンテーション）とタブレット
型端末（iPad等）の活用方法を融合させた、子どもたち同士
が教え合い学び合う“協働学習”へのICTの活用を考えま
す。

中野　充（福祉心理学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 36人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509668号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】初心者のためのプログラ
ミング入門 - iPadを用いてのプロ
グラミング -

2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化される
ことからプログラミング学習の重要性が高まってます。初心
者でも容易にプログラミングの基礎を修得できるSwift
Playgroundsを使用し、iPadを用いてプログラミングの基礎を
楽しく学びます。これまでプログラミングの経験のない児童・
生徒がプログラミングの基礎を楽しく学び、そして本格的な
アプリを作って交換したり、教員が教材を作成したりする際
にも幅広く応用することを目指します。

中野　充（福祉心理学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年6月20日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 36人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509669号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学 【選択】幼稚園教育の基本

講習前半では「環境を通して行う教育」「遊びを通しての指
導」を中心に、幼稚園教育要領が掲げる幼稚園教育の理念
と方法について講義形式で確認します。後半ではグループ
に分かれて、参加者の実践経験を報告し合い、実践を通じ
て幼稚園教育の「ねらい及び内容」をどのように達成してい
くかを検討します。
※当講習は事前課題がございます。講習の日程が近くなり
ましたら、詳細をご連絡させていただきます。

仲　真人（短期大学部幼児教育学科准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年9月21日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 25人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509670号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学 【選択】幼稚園教育の基本

講習前半では「環境を通して行う教育」「遊びを通しての指
導」を中心に、幼稚園教育要領が掲げる幼稚園教育の理念
と方法について講義形式で確認します。後半ではグループ
に分かれて、参加者の実践経験を報告し合い、実践を通じ
て幼稚園教育の「ねらい及び内容」をどのように達成してい
くかを検討します。
※当講習は事前課題がございます。講習の日程が近くなり
ましたら、詳細をご連絡させていただきます。

仲　真人（短期大学部幼児教育学科准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年10月25日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 25人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509671号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】子どもの健康課題に対応
した保健室経営

子どもの健康課題は多様化・複雑化しており、解決に向け
て、学校における組織的、計画的な取組や、関係機関との
連携などが求められています。そのような中、学校保健活動
の推進において中核的な役割を担う養護教諭は、現代的な
健康課題解決に向けて、マネジメントの視点から捉えた保
健室経営が求められています。本講習では、各学校におけ
る子どもの健康課題に応じたと保健室経営について、講義
と演習を通じて考えていきます。

塚原　加寿子（看護学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年8月2日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509672号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】子どものためのプログラミ
ング教育

2020年から新しい教育課程が順次実施され、その中でプロ
グラミング教育が小・中・高等学校の発達段階に則して必修
化されます。そこでは、希望者だけに簡単なゲーム制作を教
えるプログラミング教室とは違ったアプローチが必要になる
と予想されます。そこで本講座では、初心者向けのプログラ
ミング環境を用いて、全児童・生徒がプログラミングを無理
なく学ぶための方法を学習します。

南雲　秀雄（福祉心理学部教授、コンピューター
システムセンター長）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月2日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509673号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟青陵大学
【選択】子どものためのプログラミ
ング教育

2020年から新しい教育課程が順次実施され、その中でプロ
グラミング教育が小・中・高等学校の発達段階に則して必修
化されます。そこでは、希望者だけに簡単なゲーム制作を教
えるプログラミング教室とは違ったアプローチが必要になる
と予想されます。そこで本講座では、初心者向けのプログラ
ミング環境を用いて、全児童・生徒がプログラミングを無理
なく学ぶための方法を学習します。

南雲　秀雄（福祉心理学部教授、コンピューター
システムセンター長）

新潟県新潟市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509674号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】子どものためのプログラミ
ング教育

2020年から新しい教育課程が順次実施され、その中でプロ
グラミング教育が小・中・高等学校の発達段階に則して必修
化されます。そこでは、希望者だけに簡単なゲーム制作を教
えるプログラミング教室とは違ったアプローチが必要になる
と予想されます。そこで本講座では、初心者向けのプログラ
ミング環境を用いて、全児童・生徒がプログラミングを無理
なく学ぶための方法を学習します。

南雲　秀雄（福祉心理学部教授、コンピューター
システムセンター長）

新潟県新潟市 6時間 令和2年9月27日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 30人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509675号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】体験しよう！生涯にわた
る読書家を育てる読み聞かせの
世界

読み聞かせの新たな方法を紹介し、実際に体験する講習で
す。
絵本等の読み聞かせは多くの園や学校で行われています。
そこに、読み聞かせを通して「生涯にわたって本を読み続け
る人（＝読書家）を育てる」という視点を加えると、読み聞か
せは子どもの読む力を引き出す活動となります。
本講習では、上記の視点を踏まえた欧米で広く行われてい
る読み聞かせの方法を紹介し、実際に絵本を用いて体験し
ます。読み聞かせの可能性を広げることが期待できます。
受講の際は、ご自分が読み聞かせたい絵本を数冊持参して
ください。

峰本　義明（短期大学部幼児教育学科准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年9月5日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 60人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509676号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】体験しよう！生涯にわた
る読書家を育てる読み聞かせの
世界

読み聞かせの新たな方法を紹介し、実際に体験する講習で
す。
絵本等の読み聞かせは多くの園や学校で行われています。
そこに、読み聞かせを通して「生涯にわたって本を読み続け
る人（＝読書家）を育てる」という視点を加えると、読み聞か
せは子どもの読む力を引き出す活動となります。
本講習では、上記の視点を踏まえた欧米で広く行われてい
る読み聞かせの方法を紹介し、実際に絵本を用いて体験し
ます。読み聞かせの可能性を広げることが期待できます。
受講の際は、ご自分が読み聞かせたい絵本を数冊持参して
ください。

峰本　義明（短期大学部幼児教育学科准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年9月19日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 60人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509677号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】歌の発声法とウクレレの
弾き歌い

歌のためのボイストレーニング、よく通る声の発声法、音程
を正確に取る方法、子どもへの指導法を扱う。また、初心者
向けのウクレレの弾き歌いの講習を行う。講義ではM.
シェーファーの音楽教育論を取り扱う。修了認定試験はウク
レレの弾き歌い（初級程度の平易な曲）と筆記試験の両方を
行う。

野口　雅史（声楽家、短期大学部幼児教育学科
准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年6月28日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509678号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】歌の発声法とウクレレの
弾き歌い

歌のためのボイストレーニング、よく通る声の発声法、音程
を正確に取る方法、子どもへの指導法を扱う。また、初心者
向けのウクレレの弾き歌いの講習を行う。講義ではM.
シェーファーの音楽教育論を取り扱う。修了認定試験はウク
レレの弾き歌い（初級程度の平易な曲）と筆記試験の両方を
行う。

野口　雅史（声楽家、短期大学部幼児教育学科
准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年9月12日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509679号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟青陵大学
【選択】歌の発声法とウクレレの
弾き歌い

歌のためのボイストレーニング、よく通る声の発声法、音程
を正確に取る方法、子どもへの指導法を扱う。また、初心者
向けのウクレレの弾き歌いの講習を行う。講義ではM.
シェーファーの音楽教育論を取り扱う。修了認定試験はウク
レレの弾き歌い（初級程度の平易な曲）と筆記試験の両方を
行う。

野口　雅史（声楽家、短期大学部幼児教育学科
准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年11月29日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年6月18日～
令和2年6月28日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：6月18
日～6月21日、一般募

集：6月22日～6月28日)

令02-
30298-
509680号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】特別の支援が必要な乳幼
児の「個別の指導計画」の作成と
活用

本講習では，特別の支援が必要な乳幼児の「個別の指導計
画」の活用を検討する。PDCAサイクルの視点から捉え，保
育施設の「全体的な計画」及び「年間指導計画」を活用した
「個別の指導計画」の立案を提案する。障害のある子どもの
発達を捉える際には，子どもの姿をどのように捉えるかと
いった日々の記録と評価が重要である。保育における障害
のある子どもや気になる子どもの発達を包括的に捉え，幼
児期の学びに即した具体的な評価，記録の様式から「個別
の指導計画」の作成を行う。

齊藤　勇紀（福祉心理学部社会福祉学科准教
授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年6月20日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509681号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】特別の支援が必要な乳幼
児の「個別の指導計画」の作成と
活用

本講習では，特別の支援が必要な乳幼児の「個別の指導計
画」の活用を検討する。PDCAサイクルの視点から捉え，保
育施設の「全体的な計画」及び「年間指導計画」を活用した
「個別の指導計画」の立案を提案する。障害のある子どもの
発達を捉える際には，子どもの姿をどのように捉えるかと
いった日々の記録と評価が重要である。保育における障害
のある子どもや気になる子どもの発達を包括的に捉え，幼
児期の学びに即した具体的な評価，記録の様式から「個別
の指導計画」の作成を行う。

齊藤　勇紀（福祉心理学部社会福祉学科准教
授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年7月4日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509682号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】特別の支援が必要な乳幼
児の「個別の指導計画」の作成と
活用

本講習では，特別の支援が必要な乳幼児の「個別の指導計
画」の活用を検討する。PDCAサイクルの視点から捉え，保
育施設の「全体的な計画」及び「年間指導計画」を活用した
「個別の指導計画」の立案を提案する。障害のある子どもの
発達を捉える際には，子どもの姿をどのように捉えるかと
いった日々の記録と評価が重要である。保育における障害
のある子どもや気になる子どもの発達を包括的に捉え，幼
児期の学びに即した具体的な評価，記録の様式から「個別
の指導計画」の作成を行う。

齊藤　勇紀（福祉心理学部社会福祉学科准教
授）

新潟県新潟市 6時間 令和2年7月18日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月20日～4月26日)

令02-
30298-
509683号

025-266-9550
http://www.n-
seiryo.ac.jp/

福井医療大学
【選択】「ことば」と「こころ」の育ち
～その理解と支援

発達と言葉の獲得について概観する。その知識をもとに「こ
とば」の獲得（発達）にトラブルを抱える子ども達の理解と支
援のポイントについて学習する。
（特に発達障がい、構音（発音）障がい、吃音を中心に講義・
演習をすすめる）

西尾　桂子（保健医療学部リハビリテーション学
科言語聴覚学専攻　講師）

福井県福井市 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 15人
令和2年4月16日～
令和2年6月19日

令02-
30313-
506946号

0776-59-2200
https://www.fukui-
hsu.ac.jp/

福井医療大学 【選択】障がい者スポーツ

障がい者のスポーツ指導について専門的な知識と技能を身
につけた人材の育成を図ることを目的とする。近年、一般校
においても障がいを持った子ども達が一定数存在している。
それらの子ども達に身体を動かすことの楽しさやスポーツ体
験の機会を与えることが出来るのは学校であり学校教諭の
関わりが重要である。障がい者にとってのスポーツの重要
性を再確認するとともに、具体的なスポーツ体験を通して障
がい者スポーツについて学ぶ。

佐治　仁美（保健医療学部リハビリテーション学
科理学療法学専攻　助教）
久保下　亮（保健医療学部リハビリテーション学
科理学療法学専攻　助教）

福井県福井市 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 20人
令和2年4月16日～
令和2年6月19日

令02-
30313-
506947号

0776-59-2200
https://www.fukui-
hsu.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福井医療大学 【選択】「いのち」を育てていくこと

生徒の自殺が取り沙汰される中、教員として何ができるだろ
うか。生徒は辛くなったとき、「死」をはじめて意識するように
なる。「死」と「生」は表裏一体のものであり、それは「いのち」
という言葉で表現されている。本講習では人間の根本にあ
る「生きる」について考え、明日から幼児・児童・生徒へどの
ような対応やケアをしたらよいかを一緒に考えていきたい。

森山　悦子（保健医療学部看護学科　講師）
北川　敦子（保健医療学部看護学科　教授）

福井県福井市 6時間 令和2年8月1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16日～
令和2年7月17日

令02-
30313-
506948号

0776-59-2200
https://www.fukui-
hsu.ac.jp/

福井医療大学
【選択】スポーツ傷害予防　～スト
レッチングを中心に～

スポーツ傷害の発生には、運動やトレーニングによる筋・関
節の疲労や柔軟性の低下、筋力不足、筋のアンバランスな
どといった様々な要因が関与しています。そして、スポーツ
傷害の予防にはストレッチングが効果的であるとされていま
す。そこで、スポーツ傷害発生のメカニズム及び予防法(スト
レッチングを中心に)を紹介します。授業、部活動時の指導
等を想定し、全教諭が受講対象です。

東　伸英（保健医療学部リハビリテーション学科
理学療法学専攻　講師）

福井県福井市 6時間 令和2年8月1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16日～
令和2年7月17日

令02-
30313-
506949号

0776-59-2200
https://www.fukui-
hsu.ac.jp/

福井医療大学
【選択】気がかりな子ども達の理
解を深める～発達的視点から～

気がかりな子ども達の中には、その年齢までの発達の積み
上げが上手く行かず、学校・園での活動（日常生活活動、学
習や遊び、対人交流など）が困難となっていることがありま
す。作業療法士の発達に関する知識・視点をもとに、活動の
困難さの背景について理解を深めることを目指します。

蓑輪　千帆（保健医療学部リハビリテーション学
科作業療法学専攻　助教）

福井県福井市 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 15人
令和2年4月16日～
令和2年7月24日

令02-
30313-
506950号

0776-59-2200
https://www.fukui-
hsu.ac.jp/

福井医療大学
【選択】アレルギー疾患とその対
応

児童・生徒のアレルギー疾患の有病率は高く、現代の健康
課題であるアレルギー疾患に対応することが学校保健を考
える上で重要な課題である。そこで、本講習では、気管支喘
息・アトピー性皮膚炎・食物アレルギーの病態と生活上の留
意点、食物アレルギーの緊急時の対応、乳児・幼児・学童・
生徒の一次救命処置について演習を含めて説明する。

大口　二美（保健医療学部看護学科　教授）
吉田　美幸（保健医療学部看護学科　准教授）

福井県福井市 6時間 令和2年8月22日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～

令和2年8月7日

令02-
30313-
506951号

0776-59-2200
https://www.fukui-
hsu.ac.jp/

福井医療大学
【選択】医療的ケア児の理解と支
援

近年、在宅医療、小児医療の発展により、医療処置（喀痰
の吸引、経管栄養、自己導尿等）が必要な医療的ケア児が
増加し、今後、地域の幼稚園や、小・中学校等へ就学するこ
とが増すと予測されます。そこで、教育現場における医療的
ケア児の理解と支援方法などを紹介します。また、今後高等
教育機関へ進学するケースも予測される為、高等学校教諭
も受講対象とします。

関　睦美（保健医療学部看護学科　助教） 福井県福井市 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 30人
令和2年4月16日～
令和2年8月14日

令02-
30313-
506952号

0776-59-2200
https://www.fukui-
hsu.ac.jp/

岐阜協立大学
【選択】地域特性としての湧水環
境を活用したまちづくり -「郷土
財」の育成教育-

本講習では、先年の東北震災後における復興まちづくりに
触れながら、岐阜県および西美濃において我々の祖先が
培ってきた水郷や水都、つまり“水の文化圏”という郷土性を
中心題材として、地域の自然環境と人間生活を“地域共生
系”とした視点から議論を展開します。ふるさとに思い入れを
もてる事物・事象を「郷土財」と位置づけ、その育成をするこ
とによって、生徒・児童の地域への関わりをリアルな形で得
心・理解する内容を提供し、実際の教育現場において、総合
的な学習時間等での活用ができることを目標とします。

森　誠一（経済学部教授） 岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小・中・高等学校

教諭向け
6,000円 50人

令和2年4月22日～
令和2年5月7日

令02-
30327-
507187号

0584-77-3505
(内線： 116)

http://www.gku.ac.jp/
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岐阜協立大学 【選択】英文Writing技法を学ぶ

中学、高校英語教員にとって、専門の英語力をどう磨いてい
くのかは一つの大きな課題です。英語力が高い先生のもと
には、英語能力の高い生徒が生まれることが多いのは自然
なことです。この講習では、英語力をつけることを念頭に、英
文を実際に書くときの技法とポイントを学んでいきます。書く
ことは4技能のなかの総合的な能力を必要としますが、それ
に加えてどう英文を書けば良いのかを学びます。そして、正
確な語用や表現を身につけるようにしましょう。目から鱗の
事柄もあるかもしれません。

古口　博之（経営学部教授） 岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中・高等学校英

語教諭向け
6,000円 15人

令和2年4月22日～
令和2年5月7日

令02-
30327-
507188号

0584-77-3505
(内線： 116)

http://www.gku.ac.jp/

岐阜協立大学
【選択】「まち」を知る－児童生徒
の地域への関心と問題への気づ
き－

児童生徒が「自身の住むまち・生活するまち」のことを適切
に認知することで、地域社会への関心を高め、問題点の抽
出とその改善案について主体的に考える力を養います。そ
れに向けた授業・教材として活用するための、まちづくりの
具体例を提示します。【視点】「ユニバーサル社会」「安全と
安心」「環境デザイン」「環境配慮」「児童生徒の地域社会と
の関わり」（小･中･高校の総合的学習の時間などで応用）

仁科　信春（経済学部教授） 岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小・中・高等学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月22日～
令和2年5月7日

令02-
30327-
507189号

0584-77-3505
(内線： 116)

http://www.gku.ac.jp/

岐阜協立大学
【選択】日本経済と岐阜県経済の
動向

本講習では日本経済の発展のあり方に加え、岐阜県経済
の特徴と各産業・企業の動向について、様々な分析視角
（理論、実態、統計、事例など）から学びます。本講習から、
当該地域において「学ぶ者」と「教える者」の双方が、その経
済的な現状や課題、活力や重要性を十分に理解し、積極的
に関わっていくための基本的な立場を確認します。「総合的
な学習の時間」への活用が可能であるとの観点から、全教
科教諭を対象とします。

大前　智文（経営学部専任講師） 岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小・中・高等学校

教諭向け
6,000円 50人

令和2年4月22日～
令和2年5月7日

令02-
30327-
507190号

0584-77-3505
(内線： 116)

http://www.gku.ac.jp/

岐阜協立大学
【選択】郷土の歴史を学ぶ-西美
濃の産業発展-

岐阜県大垣市は、江戸時代には城下町として栄え、今日は
産業都市として知られています。しかし、その発展は順調で
はありませんでした。明治時代の2度の水害と濃尾震災によ
る壊滅的な打撃から立ち上がり、西美濃地方全体として今
日の産業発展を築いたところにこの地方の特徴がありま
す。本講座は西美濃の産業と歴史を関連付けて説明し、新
たな観点から郷土の成り立ちを理解することを意図していま
す。総合的な学習などへの活用が期待されます。

竹内　治彦（経営学部教授） 岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小・中・高等学校

教諭向け
6,000円 70人

令和2年4月22日～
令和2年5月7日

令02-
30327-
507191号

0584-77-3505
(内線： 116)

http://www.gku.ac.jp/

岐阜協立大学
【選択】体育・スポーツにおける
「体罰」・暴力問題を考える

本講座では、体育・スポーツ界の指導者により、「体罰」や暴
力が繰り返される理由に迫ります。また、先行実践やスポー
ツ原論ならびに教育学の視点から、体育・スポーツにおける
「体罰」・暴力問題を乗り越え、根絶するための問題解決の
糸口を見つけ、本当の意味での体育・スポーツ教育の在り
方を考えていきます。

髙橋　正紀（経営学部教授）
伊藤　嘉人（経営学部准教授）

岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小・中・高等学校

教諭向け
6,000円 50人

令和2年4月22日～
令和2年5月7日

令02-
30327-
507192号

0584-77-3505
(内線： 116)

http://www.gku.ac.jp/

岐阜協立大学
【選択】日本の少子化と岐阜県・
東海の人口政策

少子化が進展し日本は人口減少局面に入っています。愛知
県でも2017年に初めて自然減に転じました。岐阜県や三重
県では社会減も加わり、人口全体が減少しています。こうし
た中、地域社会の将来を支える子どもたちの少子化につい
て深く知り、地域社会を担う人材となる志を持つことは重要
です。そこで、少子化のメカニズムや社会動態の傾向、地方
における少子化対策や子育て支援策について講義し、小中
高の教員が子どもたちに地方に住むメリットについて自信を
もって説明できるようになることを目的とします。

竹内　治彦（経営学部教授） 岐阜県大垣市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小・中・高等学校

教諭向け
6,000円 70人

令和2年4月22日～
令和2年5月7日

令02-
30327-
507193号

0584-77-3505
(内線： 116)

http://www.gku.ac.jp/
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東海学院大学
【選択】日本伝統音楽を用いた授
業づくり

学習指導要領においては「我が国や郷土の音楽の学習」の
更なる充実が求められています。そこで本講習では、小学
校中学年においても取り扱いが示された「箏」を用いた音楽
の授業や、わらべ歌を教材とした授業など、日本の伝統音
楽を用いた授業づくりについて、体験を通してみなさんと考
えていきたいと思います。

小栗　祐子（人間関係学部子ども発達学科　講
師）

岐阜県各務原
市

6時間 令和2年8月6日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月22日～

令和2年5月7日

令02-
30332-
507365号

058-389-2200
(内線： 504)

http://www.tokaigakuin
-
u.ac.jp/shien/index.htm
l

東海学院大学
【選択】「音楽づくり（創作）」の授
業のツボ

音楽表現活動の中でも、「音楽づくり」（創作）の授業への関
心の高まりを感じます。しなければいけないのはわかるけ
ど、どうしたらいいのかよくわからないというお悩みのヒント
になる実際の活動を体験しましょう。

菅野　道雄（人間関係学部子ども発達学科　教
授）

岐阜県各務原
市

6時間 令和2年8月11日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年4月22日～

令和2年5月7日

令02-
30332-
507366号

058-389-2200
(内線： 504)

http://www.tokaigakuin
-
u.ac.jp/shien/index.htm
l

東海学院大学
【選択】発達障害や発達困難を有
する児童・生徒の理解と支援

本講座は、特別支援教育の動向と現状、発達障害や診断
はないが発達困難を有する児童・生徒の不適応行動やその
背景に対する理解と支援を中心に講義と演習を行ないま
す。
①特別支援教育の動向と現状。
②発達障害、発達困難を有する児童・生徒の「育ちと発達の
貧困」の実態と支援を考える。
③発達障害、発達困難を有する児童・生徒の支援の実際。

池田　敦子（人間関係学部子ども発達学科　准
教授）
杉山　章（人間関係学部子ども発達学科　准教
授）

岐阜県各務原
市

6時間 令和2年8月5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22日～

令和2年5月7日

令02-
30332-
507367号

058-389-2200
(内線： 504)

http://www.tokaigakuin
-
u.ac.jp/shien/index.htm
l

東海学院大学
【選択】発達障害や発達困難を有
する児童・生徒の理解と支援

本講座は、特別支援教育の動向と現状、発達障害や診断
はないが発達困難を有する児童・生徒の不適応行動やその
背景に対する理解と支援を中心に講義と演習を行ないま
す。
①特別支援教育の動向と現状。
②発達障害、発達困難を有する児童・生徒の「育ちと発達の
貧困」の実態と支援を考える。
③発達障害、発達困難を有する児童・生徒の支援の実際。

池田　敦子（人間関係学部子ども発達学科　准
教授）
杉山　章（人間関係学部子ども発達学科　准教
授）

岐阜県各務原
市

6時間 令和2年8月6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22日～

令和2年5月7日

令02-
30332-
507368号

058-389-2200
(内線： 504)

http://www.tokaigakuin
-
u.ac.jp/shien/index.htm
l

愛知学院大学
【選択】発達障碍児を抱える保護
者とその児童生徒の関わり方に
ついて

発達障碍児を抱える保護者とその児童生徒への関わり方に
ついて①障碍について、②軽度発達障碍児、自閉症児、知
的障碍児、脳性まひ児等の事例研究を通して、③障碍の受
容についての講義を行う事を通し、普通学校教育あるいは
地域教育でどの様な関わりが望まれるかについて、を受講
される方々と一緒に考えたい。

吉川　吉美（心身科学部教授） 愛知県日進市 6時間 令和2年8月11日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭向け

6,000円 100人
令和2年5月13日～
令和2年5月17日

令02-
30343-
507964号

0561-73-1111
(内線： 1212)

http://www.agu.ac.jp/

愛知学院大学
【選択】歴史―中東イスラム圏史
概説

現代世界における諸問題を考える際、イスラム圏に対する
理解は不可欠といっても過言ではない。本講義では世界に
広がるイスラム圏のうち、中東地域を主たる対象としてその
歴史を理解するための基礎知識を学ぶ。まずイスラムやイ
スラム史を理解するために必要な基本事項を、続いてイス
ラム圏の中核たる中東地域の多様性を、風土・言語文化
圏・宗教分布から考える。その上で7世紀におけるイスラム
の誕生（預言者ムハンマドの時代）から現代までの中東イス
ラム圏史の流れを、大きく3つの時代にわけて把握する。講
義を通じて、イスラム圏の果たしてきた世界史的役割を考え
たい。

松井　真子（文学部准教授） 愛知県日進市 6時間 令和2年8月5日 教諭

高等学校地歴科
教諭、中学校社
会科教諭、小学

校教諭

6,000円 20人
令和2年5月13日～
令和2年5月17日

令02-
30343-
507965号

0561-73-1111
(内線： 1212)

http://www.agu.ac.jp/

愛知学院大学
【選択】新学習指導要領と英語コ
ミュニケーション能力

１．日本の英語教育を振り返り、新学習指導要領が目指す
英語教育を探る。
２．英語教材の分析と活用
　教科書は一般的な学習者を想定して書かれており、眼前
の学習者のニーズを満たすためには、他の資料や教材を補
う必要がある。資料や教材の選び方、及び改善法と活用法
を「談話分析」の視点から考察する。
３．新学習指導要領と授業づくり
　新しい学習指導要領の目指す授業づくりについて、整理
し、授業づくりのポイントについて紹介する。実際の言語活
動を考えてみる。

藤田　賢（文学部准教授）
杉浦　正好（文学部非常勤講師）

愛知県日進市 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

6,000円 24人
令和2年5月13日～
令和2年5月17日

令02-
30343-
507966号

0561-73-1111
(内線： 1212)

http://www.agu.ac.jp/
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種
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愛知学院大学 【選択】和歌の楽しみ

（1）歌にはなぜ景物が必要なのか、景物を介する共感とは
なにか、枕詞・序詞とはなにか、線状性（時系展開）で歌を
聴くとどうなるかなど、歌を味わうための事項を概説する。
（2）歌のスリル（違う時間・空間に連れて行かれる感じ）とサ
スペンス（知りたい情報が遅延される感じ）がどのような意味
的・統語的仕組みに拠っているか、クラスで討議しながら考
える。
（3）余裕があれば、景の描出方法、感覚の描出方法につい
て考える。

多門　靖容（文学部教授） 愛知県日進市 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

6,000円 25人
令和2年5月13日～
令和2年5月17日

令02-
30343-
507967号

0561-73-1111
(内線： 1212)

http://www.agu.ac.jp/

愛知学院大学
【選択】運動学習における「でき
る」を支える「思考力、判断力、表
現力等」の学習指導

体育授業では，運動学習における「できる」を保証するだけ
でなく，その「できる」を支える「思考力，判断力，表現力等」
をも育むことが求められる。本講習では，「できる」を支える
「思考力，判断力，表現力等」の学習指導について，学習指
導要領及び学術的知見をもとに理解を深めるとともに，その
学習指導過程のデザインについて演習を行い，受講者が自
身の教育場面において「できる」を支える「思考力，判断力，
表現力等」の充実した学習指導を展開できるようにする。

渡辺　輝也（心身科学部准教授） 愛知県日進市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校・高等学
校保健体育科教

諭
6,000円 20人

令和2年5月13日～
令和2年5月17日

令02-
30343-
507968号

0561-73-1111
(内線： 1212)

http://www.agu.ac.jp/

愛知産業大学
【選択】デッサン　－その目的と学
習方法－

本授業はデッサンの実技を含む演習形式の授業で、デッサ
ンとは何かを理解することが目的です。デッサンとは、他の
教科にも必要な観察力とそこから生まれる構想力の育成で
す。この授業では、観察の様々な切り口とそれに基づいても
のを形にする手順を、解説を聞きながら体験確認していくこ
とで、観察や表現の指導の幅を増やします。上達が授業目
的ではないので、実技考査では授業内容の学習確認とし、
上手下手や完成度は問いません。

岩田　政巳（造形学部准教授） 愛知県岡崎市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年6月30日

令02-
30347-
508607号

0564-48-4801
(内線： 2172)

http://www.asu.ac.jp

愛知産業大学
【選択】持続可能な社会と「エシカ
ル消費」及び法教育と学校内の
いじめ防止

前半は、SDGｓの目標「つくる責任・つかう責任」の達成に向
けて、消費から持続可能な社会を作るための「エシカル消
費」について講義を行い、消費スタイルの変化を促進させる
方策について、意見交換しながら検討します。
後半は、法（ルール）の意義や必要性を確認した上で、生徒
に対する法教育の在り方について講義を行い、法的知識を
通じて学校内のいじめ防止とその解決の方策を意見交換し
ながら検討します。

伊藤　万知子（経営学部教授）
三田村　浩（経営学部准教授）

愛知県岡崎市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年6月30日

令02-
30347-
508608号

0564-48-4801
(内線： 2172)

http://www.asu.ac.jp

愛知産業大学
【選択】建築文化の学び　－生
活・住居・安全・防災－

建築は、建物の設計や工事、監理だけでなく、芸術、人々の
暮らし、歴史文化、社会のしくみにまで広くかかわる学問分
野です。本講習では、住宅に焦点を当て、様々なレベルの
防災について簡単な演習を行いつつ説明します。さらに、戦
後住宅の特徴や住教育との関係について事例を交えて紹
介し、建築文化の世界から見える生活・住居・安全・防災の
理解と教育普及のあり方などについて、適宜意見交換を行
いながら進めます。

小椋　紀行（造形学部准教授）
竹内　孝治（造形学部講師）

愛知県岡崎市 6時間 令和2年8月7日 教諭

小学校及び中学
校・高等学校（工
業・技術・家庭）

教諭

6,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年6月30日

令02-
30347-
508609号

0564-48-4801
(内線： 2172)

http://www.asu.ac.jp

愛知東邦大学
【選択】子どもの貧困と社会的養
育

今日の日本は、7人に一人の子どもが貧困の中にあるとい
われている。とりわけ、ひとり親家庭の貧困率は高く、母子
家庭の貧困率は約6割といわれて異常事態である。このよう
に、子どもの貧困と格差の問題は深刻な状況にあり、学校
教育への影響も否めない。そこで、子どもの貧困と格差の
現状を、社会的養育の視点から紹介し、教育現場において
どのような支援が求められるのか、教職員には何ができる
のかについて考えていく。

伊藤　龍仁（教育学部　教授）
愛知県名古屋
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 60人

令和2年4月22日～
令和2年5月25日

(備考　「4月22日～24
日は卒業生・提携校の
先行募集期間」「5月18
日～25日は一般募集

期間」)

令02-
30349-
508612号

052-782-9449
http://www.aichi-
toho.ac.jp/

319 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
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愛知東邦大学
【選択】部活動におけるトレーニン
グ指導のための運動生理学

運動生理学の観点から、主に運動部の活動において科学
的根拠に基づいてトレーニングを指導するために活用でき
る情報を紹介し、その実践を実技にて実施する。それによっ
て、運動部の活動での指導のバリエーションを豊富にして、
現場のトレーニング指導に役立てることができるようになる
ことが到達目標である。

中野　匡隆（人間健康学部助教）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校・高等学
校教諭（保健体

育）向け
6,000円 30人

令和2年4月22日～
令和2年5月25日

(備考　「4月22日～24
日は卒業生・提携校の
先行募集期間」「5月18
日～25日は一般募集

期間」)

令02-
30349-
508613号

052-782-9449
http://www.aichi-
toho.ac.jp/

愛知東邦大学
【選択】保育者・教員養成におけ
る幼児造形・図画工作研究の指
導法と歌唱表現指導法

音楽は、心の躍動感を声や楽器に変えて表現する楽しいも
のであるはずです。仲間と一緒に合唱曲を歌うという体験を
重ねながら、音楽教育場面で大切にしたい、曲に合った声
や表現方法を探求していきます。また、幼児造形・図画工作
科では主に表現及び鑑賞に関する基礎知識の学習、子ども
の造形意欲や創造性を引き出す造形・図画工作指導の理
論と方法を体験的に学習し、教材開発力や指導力の向上を
目指します。

矢内　淑子（教育学部教授）
新實　広記（教育学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月24日 教諭
幼稚園、小学校

教諭向け
6,300円 30人

令和2年4月22日～
令和2年5月25日

(備考　「4月22日～24
日は卒業生・提携校の
先行募集期間」「5月18
日～25日は一般募集

期間」)

令02-
30349-
508614号

052-782-9449
http://www.aichi-
toho.ac.jp/

愛知東邦大学
【選択】発達障害における特性の
理解を踏まえた対応（中・高・養）

教育現場で挙げられる課題の背景には、発達障害を含め多
様な発達特性（得意・不得意、感覚の個人差など）が関係し
ていることがあります。本講習では主に発達障害のある、あ
るいは診断はないが配慮が必要と思われる生徒について、
発達特性としての理解や二次障害としての行動的・情緒的
問題について講義を行います。またグループワークを用い、
受講者同士で教育現場における課題と対応について共有と
検討を行います。

髙柳　伸哉（人間健康学部助教）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月25日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭・養護学

校教諭向け
6,000円 40人

令和2年4月22日～
令和2年5月25日

(備考　「4月22日～24
日は卒業生・提携校の
先行募集期間」「5月18
日～25日は一般募集

期間」)

令02-
30349-
508615号

052-782-9449
http://www.aichi-
toho.ac.jp/

愛知東邦大学
【選択】発達障害の子どもと保護
者への対応（幼・小）

発達障害についての診断を受けているいないにかかわら
ず、発達障害の疑われる子どもが通常学級に在籍すること
は多くあります。そこで発達障害の特徴や個性について理
解を深め、発達障害の疑われる子が当事者となる問題やト
ラブルについて考えます。また、教育の現場で日々起こる出
来事に対して、どのように対処していくのか、そして子どもや
保護者をどう支援していくのかについて講義を行うとともに
グループワークを行います。

堀　篤実（教育学部教授）
白井　克尚（教育学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月25日 教諭
幼稚園、小学校

教諭向け
6,000円 40人

令和2年4月22日～
令和2年5月25日

(備考　「4月22日～24
日は卒業生・提携校の
先行募集期間」「5月18
日～25日は一般募集

期間」)

令02-
30349-
508616号

052-782-9449
http://www.aichi-
toho.ac.jp/

愛知文教大学
【選択】〈文学〉をどう教えるか―
漱石・鴎外と現代文学の間

学習指導要領改訂において、〈文化〉を形成する言語的蓄
積としての〈文学〉を教える意義が取り沙汰されています。現
代日本における〈文学〉の今日性とは奈辺に属するのか。
〈文学〉の今日的意義を導入として、漱石・鴎外等所謂カノン
とされた文学と、新海誠等現代文学との比較・集団討議を通
して、大学の文学講義と、小・中・高校における文学教育の
実際を比較しつつ、生きる力を涵養する豊かな言語教育に
ついて理解を深めます。

佐藤　良太（人文学部専任講師） 愛知県小牧市 6時間 令和2年8月7日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、中等
教育学校の国語

科教諭

6,000円 40人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
30350-
509256号

0568-78-2211
(内線： 2111)

http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】英語によるアウトプット活
動の充実のために

英語によるアウトプット活動を充実させるために必要な視点
を、内容論と方法論の両観点から提示いたします。内容論
では、学習英文法の見直しや基本語の有効活用という観点
から、方法論では、技能統合型の言語活動（インプット・イン
テイク・アウトプット）という観点から、具体的な事例をご紹介
いたします。
なお、小学校英語科教育の観点から、定員の範囲内で「英
語科教育に関心のある教諭」も受け入れる方針とする。

西脇　幸太（人文学部専任講師） 愛知県小牧市 6時間 令和2年8月7日 教諭

中学校、義務教
育学校、高等学
校、中等教育学
校の英語科教諭

6,000円 40人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
30350-
509257号

0568-78-2211
(内線： 2111)

http://www.abu.ac.jp
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愛知文教大学
【選択】特別支援教育の課題と今
後の展望

「特殊教育」から「特別支援教育」へと変わって13年目となり
ます。この12年で何が変わったのか、何が変わらなかった
のか、何を変えられなかったのか、そして、また何を変えて
いかなければならないのか、改めて問い直します。「特別支
援教育」についての概要を聞くことから課題を見つけ、４名
のグループで、「問いづくり」を行います。「特別支援教育」に
ついての課題を「自分事」として捉えて学びます。
なお、本講習はその対象を「特別支援学校教諭」「特別支援
学級教諭」としていますが、定員の範囲内で特別支援教育
に関心のある教諭の受講も受け入れる方針とします。

小川　純子（人文学部非常勤講師） 愛知県小牧市 6時間 令和2年8月7日 教諭
特別支援学校教
諭、特別支援学

級教諭
6,000円 40人

令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
30350-
509258号

0568-78-2211
(内線： 2111)

http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】わかることの意味を考え
る

教師が当然なことがらと考えている内容に対して、子どもた
ちは誤った概念や、未発達な概念をもつことがあります。教
師がそのことに気づかないために、できない子どもたちを生
んでしまいます。
本講習では、小学校の授業記録の分析を教材として子ども
たちの「わからなさ」を明らかにしていきます。
この「わからなさ」を明らかにすることは、学習のみならず新
しいことがらを理解するという点で、校種や教科に限らずさ
まざまな指導に共通します。

中島　淑子（人文学部教授） 愛知県小牧市 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 40人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
30350-
509259号

0568-78-2211
(内線： 2111)

http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】子どもの「生きる力」をは
ぐくむ安全で楽しい自然体験活
動

幼稚園教育要領、学習指導要領では「生きる力」を育むため
の基盤として「体験活動の充実」が求められています。
そこで本講習では、子どもにとっての体験活動、特に自然体
験活動の教育的な特徴について理解します。
また、教育現場でも活用できるよう講義とともに、実際に身
近なフィールドで自然を活用したプログラムを体験し、子ども
たちが楽しみながら自然に親しむことができる指導法や安
全管理について体験的に学びます。
なお、本講習は普通教室での講習に加え、屋外での活動を
含みます（少雨決行）。運動靴、動きやすい服装、雨天の場
合の雨具等の準備をお願いします。

庄子　佳吾（人文学部非常勤講師） 愛知県小牧市 6時間 令和2年8月11日 教諭

幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園教諭、小学

校教諭

6,000円 40人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
30350-
509260号

0568-78-2211
(内線： 2111)

http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】教育・保育の基盤としての
子ども観

子どもは教師を選べません。しかし、どの子どもも教師と仲
良くなりたいと思っているはずです。私たちの中に子どもは
教師の思うとおりになるものという思い上がった考えはない
でしょうか。
本講習では、子ども観や教育（保育）観についてグループ
ワークやロールプレイングを交え、教師に求められる資質・
能力について考えていきます。子どもに信頼される教師を目
指し、自分自身を見つめる機会にしていきます。

加藤　智子（人文学部非常勤講師）
保科　潤一（人文学部非常勤講師）

愛知県小牧市 6時間 令和2年8月12日 教諭

幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園教諭、小学

校教諭

6,000円 40人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
30350-
509261号

0568-78-2211
(内線： 2111)

http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】服飾という観点から読む
古典文学

現代社会において古典文学への距離は遠いものとなってい
ます。古典文学を学ぶ導入として、視覚的な資料を用い、古
典文学の世界に触れさせることが効果的だと思っています。
平安時代に由来する“装束”が現代においても継承されてい
ることや、着物のデザインによる古典文学の享受といったこ
とを紹介しながら、多角的に古典文学を考えてみたいと思い
ます。講習内では、服飾品の実物に触れる機会を設けたい
と思っています。

畠山　大二郎（人文学部准教授） 愛知県小牧市 12時間
令和2年8月11日～
令和2年8月12日

教諭

中学校、義務教
育学校、高等学
校、中等教育学
校の国語科教諭

12,000円 40人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
30350-
509262号

0568-78-2211
(内線： 2111)

http://www.abu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

愛知文教大学
【選択】日本語を使わないで英語
を教えるＧＤＭ入門

「英語で授業を」やアクティブ・ラーニングの授業が求められ
ています。日本語訳や説明をしないＧＤＭ（Graded Direct
Method）を活用すると、学習者一人ひとりが目の前の場面を
英語で発言していくなかで（対話的）、意味や使い方を自分
でわかろう（主体的）とする深い学びの授業となります。生徒
の立場でＧＤＭの授業を体験し、その理論を理解することか
ら言語学習の本質を知り、授業改善の方法を学ぶことがで
きます。
また、高校、中学だけでなく、小学校での活用実践から定員
の範囲内で「英語教育に関心を持つ教諭」も受講を受け入
れる方針とします。

松浦　克己（人文学部非常勤講師） 愛知県小牧市 12時間
令和2年8月11日～
令和2年8月12日

教諭

中学校、高等学
校、義務教育学
校、中等教育学
校の英語科教諭

12,000円 40人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
30350-
509263号

0568-78-2211
(内線： 2111)

http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】主体的・対話的で深い学
び（アクティブ・ラーニング）の実
現

一方的な説明や練習に終始する授業から脱却する主体的・
対話的で深い学びが求められており、教科学習だけでなく、
全ての学習指導において実現されなければなりません。そ
こで本講習では、児童・生徒が真に主体的に学ぶ授業を実
現するためにはどのような技法と授業観・学習観が必要か
を、実際に協同の学びの技法を使いながら学びます。また、
学び手が主体的に活動し追究する授業の具体例として、授
業ビデオや逐語記録を検討し合います。

副島　孝（人文学部特任教授）
水野　正明（人文学部非常勤講師）

愛知県小牧市 12時間
令和2年8月11日～
令和2年8月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 40人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
30350-
509264号

0568-78-2211
(内線： 2111)

http://www.abu.ac.jp

椙山女学園大学
【選択】外国語（英語）教育の課
題と方法

本講座では、様々なレベルの英語クラスで応用できるクラス
ルームアクティビティーを紹介し、それぞれのアクティビ
ティーで得られる効果を説明する。参加者はアクティビティー
を実践してみることで実際の運用の仕方を学び、またその
効果を理解することで日々の英語の授業の中に効率よく取
り入れることができる。生徒のプロダクションを促す授業計
画の作成について話しあい、自主的で能動的な学習が期待
できる授業計画を作成する。

モリシュ　ジェイミー（国際コミュニケーション学
部准教授）
ストックウェル　マイケル（国際コミュニケーショ
ン学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月3日 教諭
小学校教諭、中
高英語科教諭

6,000円 30人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

(備考　令和2年5月1日
～2日は卒業生先行募
集期間　5月7日～15日

は一般募集期間)

令02-
30357-
509589号

052-781-6466
http://www.sugiyama-
u.ac.jp/

椙山女学園大学
【選択】神経発達症群（発達障
害）の 理解と対応

子どもの発達に関して、特に自閉スペクトラム症（ASD）、注
意欠如・多動症（ADHD）、限局性学習症（SLD）等、神経発
達症群（発達障害）が問題となっている。これらは二次障害
が発生しやすいこともあり、早期に気づき、適切に対応する
ことが重要である。障害の特徴や対応の基本的な考え方な
どについて、小児神経学・特別支援教育等の観点から検討
する。また、神経発達症がある子どもへの発達臨床や学校
場面での支援の実際を検討する。

中島　正夫（教育学部客員教授、大学院教育学
研究科客員教授）
矢野　博明（生活科学部・看護学部非常勤講
師）
宮川　充司（教育学部教授、大学院教育学研究
科教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月3日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 6,000円 150人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

(備考　令和2年5月1日
～2日は卒業生先行募
集期間　5月7日～15日

は一般募集期間)

令02-
30357-
509590号

052-781-6466
http://www.sugiyama-
u.ac.jp/

椙山女学園大学
【選択】造形・絵画表現の指導方
法と実践

幼児から小学校を対象に、絵画・造形に関わる題材、及び
指導の手立てについて、優れた実践の紹介と演習から理解
を広げ、「21世紀型能力」に対応した造形表現・図画工作の
意味と役割について理解を深め、「学びに向かう力」「深い
学び」を具体化する指導の在り方について理論と実践を結
びつけていく。

磯部　錦司（教育学部教授、大学院教育学研究
科教授）
藤田　雅也（静岡県立大学　短期大学部こども
学科准教授）

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、小

学校教諭
6,000円 50人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

(備考　令和2年5月1日
～2日は卒業生先行募
集期間　5月7日～15日

は一般募集期間)

令02-
30357-
509591号

052-781-6466
http://www.sugiyama-
u.ac.jp/

椙山女学園大学 【選択】音楽科の学習指導

音楽の教材について「曲想と音楽構造との関わり」に留意
し、歌唱法と伴奏法、及び音楽づくりの授業の基礎となるピ
アノの伴奏法や演奏法のポイントについて、理解を深める。
またコンピューター上で楽譜作成ソフトを使用し、音楽構造と
曲想を結びつけた音楽教材づくりの基礎的な方法を習得す
る。

宮田　俊雄（教育学部教授、大学院教育学研究
科教授）
渡邉　康（教育学部准教授、大学院教育学研究
科准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校教諭、中
高音楽科教諭

6,000円 24人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

(備考　令和2年5月1日
～2日は卒業生先行募
集期間　5月7日～15日

は一般募集期間)

令02-
30357-
509592号

052-781-6466
http://www.sugiyama-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

椙山女学園大学
【選択】プログラミング教育とオー
プンデータの活用

コンピュータを科学的に理解し、プログラミング的思考力の
必要性とインタラクティブな「ものづくり」の基礎的な部分にも
触れ、プログラミングを体験する。また、様々な問題解決の
ためにオープンデータを用いて、データの可視化や分析の
方法を学び、各教科での活用について考える。

鳥居　隆司（文化情報学部教授）
向　直人（文化情報学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月5日 教諭 教諭 6,000円 40人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

(備考　令和2年5月1日
～2日は卒業生先行募
集期間　5月7日～15日

は一般募集期間)

令02-
30357-
509593号

052-781-6466
http://www.sugiyama-
u.ac.jp/

椙山女学園大学
【選択】学校における感染管理と
食物アレルギーへの対応

学校で直面する健康問題の中から２つのテーマを取り上げ
る。児童生徒が罹りやすい感染症とその予防法、学校で起
こりうる食物アレルギーによるアナフィラキシーへの対応で
ある。学校は、感染症に対しては集団感染の拡大を防ぐた
めの対策を講じる必要がある。また食物アレルギーが原因
で急変することもあり得る。こうした状況を鑑み、本講座では
感染症の予防法や食物アレルギーの講義に加えて、ロール
プレイなどの実践も行う。

石原　由華（看護学部教授）
奥川　ゆかり（看護学部講師）
中嶋　文子（看護学部准教授）
安本　卓也（看護学部講師）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭

6,000円 60人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

(備考　令和2年5月1日
～2日は卒業生先行募
集期間　5月7日～15日

は一般募集期間)

令02-
30357-
509594号

052-781-6466
http://www.sugiyama-
u.ac.jp/

椙山女学園大学 【選択】家庭科の最新研究と課題

家庭科における食生活、衣生活、住生活、家族法の領域を
扱う。
食生活領域では、食事内容やタイミングが健康に及ぼす影
響について解説する。
衣生活領域では、SDGsの目標の中から衣生活に関連する
項目を、服飾業界の現状と問題点と関連付けて紹介する。
住生活領域では、循環型社会の構築に向けた建築再生の
ための取組みや課題を紹介する。
家族法の領域では、家族をめぐる様々な法的問題を素材
に、家族法上の基本的な知識を学ぶ 。

佐久間　理英（生活科学部講師、大学院生活科
学研究科講師）
川口　香子（生活科学部助教）
滝澤　愛（生活科学部講師）
山中　稚菜（金城学院大学　生活環境学部講
師）

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
高家庭科教諭

6,000円 110人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

(備考　令和2年5月1日
～2日は卒業生先行募
集期間　5月7日～15日

は一般募集期間)

令02-
30357-
509595号

052-781-6466
http://www.sugiyama-
u.ac.jp/

椙山女学園大学
【選択】国語科の教材研究と学習
指導

本講座は、4つの観点から、国語科の教材研究と学習指導
にかかわる話題を受講者に提起する。《現代文》は文学作
品が教材として取り上げられることの今日的意義について
問題にし、《古典》は代表作品の従来説を再検討しながら、
古典への興味関心を喚起する教育方法を探る。《日本語》
は生徒が直面する文法に関する疑問を踏まえながら、口語
文法と文語文法の相違と本質について考え、《文章表現》は
学生の文章表現における問題事例をとりあげながら解決の
ための指導法を提案する。

高橋　麻織（国際コミュニケーション学部講師）
広瀬　正浩（国際コミュニケーション学部准教
授）
堀田　あけみ（国際コミュニケーション学部教
授）
村井　宏栄（国際コミュニケーション学部講師）

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
高国語科教諭

6,000円 30人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

(備考　令和2年5月1日
～2日は卒業生先行募
集期間　5月7日～15日

は一般募集期間)

令02-
30357-
509596号

052-781-6466
http://www.sugiyama-
u.ac.jp/

椙山女学園大学
【選択】教育におけるICTと情報メ
ディアの活用

学校を取り巻くICT環境や情報教育の現状を把握するととも
に、授業設計や学習スタイルについて考え、ICTをどのよう
に活用すれば、児童・生徒とのインタラクティブな授業を生
み出し、効果を上げられるか、実践事例を紹介する。さら
に、ICTを活用して教材等を作り出すことや様々な問題を児
童・生徒が自ら解決していく力をつける授業づくりを考える。

亀井　美穂子（文化情報学部准教授）
鳥居　隆司（文化情報学部教授）
松山　智恵子（文化情報学部准教授）
宮下　十有（文化情報学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月7日 教諭 教諭 6,000円 64人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

(備考　令和2年5月1日
～2日は卒業生先行募
集期間　5月7日～15日

は一般募集期間)

令02-
30357-
509597号

052-781-6466
http://www.sugiyama-
u.ac.jp/

椙山女学園大学
【選択】現代数学の考え方と学校
教育

本講座は、新学習指導要領における算数・数学科の改訂の
意図を理解すること、それに基づいて算数・数学科の教育
指導を見直すことが出来るようになること、の2点を目的とす
る。そのために必要な数学教育的視点及び現代数学の考
え方と素養（代数、幾何、解析）とを養い、現在の児童・生徒
の実態を再確認し、新学習指導要領に即した算数・数学科
の学習指導を実践するための教材研究を行う。

伊藤　仁一（教育学部教授、大学院教育学研究
科教授）
白井　朗（教育学部教授、大学院教育学研究科
教授）
髙橋　聡（教育学部准教授、大学院教育学研究
科准教授）
竹内　聖彦（教育学部教授、大学院教育学研究
科教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校教諭、中
高数学科教諭

6,000円 30人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

(備考　令和2年5月1日
～2日は卒業生先行募
集期間　5月7日～15日

は一般募集期間)

令02-
30357-
509598号

052-781-6466
http://www.sugiyama-
u.ac.jp/
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中京大学 【選択】言葉への理解を深める

・社会における性差、地域差、世代差などの多様性が言葉
に与える影響について具体例を挙げ、学校教育の視点から
考察する。
・英語を中心に、日本語との共通点や相違点も具体的に観
察しながら、脳内システムとしての言葉の本質に思いを巡ら
し、教員としてことばとどう向き合うか考察する。

吉川　寛（国際英語学部非常勤講師）
中川　直志（国際英語学部教授）

愛知県名古屋
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 40人

令和2年5月7日～
令和2年5月29日

令02-
30360-
507222号

052-835-7162
(内線： 2421)

https://www.chukyo-
u.ac.jp/

中京大学
【選択】健康・スポーツに関する指
導

・健康教育の概要とその実際。HQCにおける、特性要因分
析、チェックリストの実際とその効果。
・成長期の生徒におけるスポーツ傷害の治療と予防につい
て、基礎的知識から最新の知見まで情報提供する。
・運動部活動改革の課題と新しい指導方法について解説す
る。
・良い“遊び”は社会性育成に大切である。また、学級経営
にも役立つ。“楽しさ”の学習への役立ちを講じたい。

小磯　透（スポーツ科学部教授）
光山　浩人（スポーツ科学部教授）
千葉　直樹（スポーツ科学部教授）
金子　潤（スポーツ科学部助教）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月3日 教諭

中学校保健体育
科・高等学校保
健体育科教諭向

け

6,000円 50人
令和2年5月7日～
令和2年5月29日

令02-
30360-
507223号

052-835-7162
(内線： 2421)

https://www.chukyo-
u.ac.jp/

中京大学
【選択】生徒指導に関する学校と
関係機関との連携

中教審答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方
策について」（2015年12月）は、「教職員一人一人が自らの
専門性を発揮するとともに、心理や福祉等の専門スタッフの
参画を得て、課題の解決に求められる専門性や経験を補」
う必要性を指摘している。本講座では、子どもの貧困問題、
不登校、非行等に関わってきた専門家によるケース・スタ
ディを中心に、学校と関係機関との連携のあり方について
検討する。

井上　陽子（国際教養学部非常勤講師）
丹下　加代子（国際教養学部非常勤講師）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月3日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 40人

令和2年5月7日～
令和2年5月29日

令02-
30360-
507224号

052-835-7162
(内線： 2421)

https://www.chukyo-
u.ac.jp/

中京大学 【選択】新しい国語科指導

・日本語の電子化データベース（コーパス）の最新事情を解
説、その言語研究利用を踏まえた上で、国語科教育におけ
る利用の取り組み事例を紹介する。実際にパソコンを使用し
たデータベース利用実習も行う予定である。
・日本文化の伝統としての「春秋比較」をテーマに、古典文
学を中心とする主要作品について、時代縦断的に取り上げ
て新教材としての可能性を追究し、かつアクティブ・ラーニン
グの題材として活用する実践例を考えたい。

宮内　佐夜香（文学部准教授）
佐々木　俊臣（文学部客員教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校国語科・
高等学校国語科

教諭向け
6,000円 40人

令和2年5月7日～
令和2年5月29日

令02-
30360-
507225号

052-835-7162
(内線： 2421)

https://www.chukyo-
u.ac.jp/

中京大学 【選択】道徳教育

・近年の道徳教育政策の動向を概観し、いくつかの実践を
体験することを通じて、今後の道徳教育のあり方を考える。
・ヨーロッパ評議会が開発・推進してきた参加体験型の人権
教育実践を体験する。またその背景にある経験学習論につ
いて考察する。

原口　友輝（国際教養学部准教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 40人

令和2年5月7日～
令和2年5月29日

令02-
30360-
507226号

052-835-7162
(内線： 2421)

https://www.chukyo-
u.ac.jp/

中京大学
【選択】ワークショップ：協同で学
ぶ良さを体験する

協同原理に基づいたワークショップを体験し、協同で学ぶ良
さが実感できる受講者参加型の講習である。主な内容は下
記①②の通りであり、「主体的・対話的で深い学び」を目指し
たものになる。
①協同の考え方に立つ学習観・教育観の理解
②授業で使える協同の技法の習得

水谷　茂（国際教養学部非常勤講師）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 24人

令和2年5月7日～
令和2年5月29日

令02-
30360-
507227号

052-835-7162
(内線： 2421)

https://www.chukyo-
u.ac.jp/

中京大学
【選択】ワークショップ：協同で学
ぶ良さを体験する

協同原理に基づいたワークショップを体験し、協同で学ぶ良
さが実感できる受講者参加型の講習である。主な内容は下
記①②の通りであり、「主体的・対話的で深い学び」を目指し
たものになる。
①協同の考え方に立つ学習観・教育観の理解
②授業で使える協同の技法の習得

水谷　茂（国際教養学部非常勤講師）
愛知県名古屋
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 24人

令和2年5月7日～
令和2年5月29日

令02-
30360-
507228号

052-835-7162
(内線： 2421)

https://www.chukyo-
u.ac.jp/

東海学園大学
【選択】スポーツをする児童・生徒
への効果的な栄養教育方法

部活動やクラブ活動等でスポーツをする児童・生徒に対し、
どのような栄養教育を行うとよいか、子どもの身体の発達を
踏まえたスポーツ栄養学の観点から学ぶ。

加藤　忠（健康栄養学部教授）
神戸　絹代（健康栄養学部教授）
高柳　尚貴（健康栄養学部講師）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、保健体育
教諭・家庭科教

諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30363-
509585号

052-801-1979
https://www.tokaigakue
n-u.ac.jp/index.html
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東海学園大学
【選択】養護教諭のためのスキル
アップ講座Ⅰ（健康教育）

本講座では、①健康教育・保健指導についてー実施前と実
施後のひと工夫ー、②学校保健における整形外科的疾患、
③学校保健におけるくすり教育とアンチ・ドーピング教育、④
身体の仕組みと働きについてを学ぶ。

梶岡　多恵子（教育学部教授）
大塚　隆信（教育学部教授）
糸魚川　政孝（スポーツ健康科学部教授）
加藤　忠（健康栄養学部教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月18日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30363-
509586号

052-801-1979
https://www.tokaigakue
n-u.ac.jp/index.html

東海学園大学
【選択】養護教諭のためのスキル
アップ講座Ⅱ（養護教諭に求めら
れる資質・能力）

本講座では、①セクシャリティの視点からみた児童生徒の健
康問題、②養護教諭の視点で捉えたマネジメント、③養護教
諭と道徳教育、④健康相談に活かすSATレジリエンス法に
ついて学ぶ。

高瀬　加容子（教育学部講師）
出川　久枝（教育学部講師）
安田　隆（教育学部特任准教授）
石田　妙美（教育学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月19日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30363-
509587号

052-801-1979
https://www.tokaigakue
n-u.ac.jp/index.html

東海学園大学
【選択】養護教諭のためのスキル
アップ講座Ⅲ（学校救急処置）

本講座では、最新の医学情報を取り入れた救急処置を学
ぶ。また、救急医療の基礎を学び、創傷の発生機序、検査･
診断･治療法・応急処置などを理解する。学校現場でのヒヤ
リハット事例からヘルスアセスメント・バイタルサインに着目
した救急処置のあり方を学ぶ。

野口　宏（教育学部特任教授）
石田　妙美（教育学部准教授）
高瀬　加容子（教育学部講師）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月20日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30363-
509588号

052-801-1979
https://www.tokaigakue
n-u.ac.jp/index.html

南山大学
【選択】教員としての自分の力と
可能性の再発見

この講習は、実習を中心とするワークショップ形式で行いま
す。ＡＩ（Appreciative Inquiry）アプローチとナラティブ・アプ
ローチにもとづき、自分の中のポジティブな力を見つけてい
きます。参加者同士の対話を通して、自分にとっての「教職」
の意味や価値を再発見、再確認することを目指します。

大塚　弥生（教職センター准教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月24日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 24人
令和2年6月9日～
令和2年6月23日

令02-
30378-
508906号

052-832-3285
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/

南山大学
【選択】コミュニケーションのため
の感覚英文法の理論と実践

日本人英語学習者が間違えやすい項目について、認知言
語学を参照した「コミュニケーションのための感覚英文法」か
ら人の持つ認知能力に合った有機的な説明法を紹介しま
す。①ことばの不思議、②英語のネイティブスピーカーが英
語をどのように捉えているか、③背後にある認知言語学の
道具立てについて学ぶ講座です。コミュニケーション英語の
授業で、偶発的に英語で文法・語法説明をする方法も紹介
し、体験してもらいます。

今井　隆夫（外国語学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月25日 教諭
小学校・中学校・
高等学校英語科

教諭
6,000円 30人

令和2年6月9日～
令和2年6月23日

令02-
30378-
508907号

052-832-3285
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/

南山大学
【選択】図形問題を発展的に考察
する手法

中学校、高等学校の数学教育では、問題をつくり変えて新し
い性質を発見する活動や、複数の解法を比較しあう活動が
知られている。本講座では、これらの活動を含めた、問題を
発展的に考察する活動のもとになる手法について、図形問
題に焦点を絞って解説し、その手法を適用した例を挙げ、理
解を深める。

佐々木　克巳（理工学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月26日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円 20人
令和2年6月9日～
令和2年6月23日

令02-
30378-
508908号

052-832-3285
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/

南山大学
【選択】統計学―データ解析入門
―

統計学は幅広い分野で客観的に物事を判断するために必
要な学問です。現行の学習指導要領では高校の数学Ⅰに
「データの分析」が導入され、社会的にもその重要度が増し
ています。本講習では高校数学および中学数学での授業を
サポートすべく、身近なデータを題材に統計学の考え方を涵
養し、判断力を高めることを目的とします。実際のデータ解
析で用いる手法も解説します。

松田　眞一（理工学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月27日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円 20人
令和2年6月9日～
令和2年6月23日

令02-
30378-
508909号

052-832-3285
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/

南山大学
【選択】新要領を踏まえた英語指
導―音読劇の応用―

1.新学習指導要領の概観と外国語教育を取り巻く今日的な
課題。
2.Readers Theatre(RT)理論と新学習指導要領との関連。
3.中・高教科書掲載サンプルを用いたRT脚本化と演習。
4.グループワークによるRT作成と練習及び発表。
5.RT評価の実際と評価練習及び振り返り。

浅野　享三（外国語学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月28日 教諭
小学校、中学校、
高等学校英語科

教諭
6,000円 25人

令和2年6月9日～
令和2年6月23日

令02-
30378-
508910号

052-832-3285
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/
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南山大学
【選択】『愛知県史』を用いて尾張
の中世史を考える

2019年度で完結した『愛知県史』の成果を中学・高校で活か
すため、『愛知県史』資料編中世各巻所収の史料、通史編2
の本文を用いて、尾張の視点から、中世史を学ぶ。今回
は、とくに熱田大宮司家を軸として、荘園公領制が浸透して
いった12世紀頃から織田信長が尾張を統一した16世紀半
ばまでの尾張の歴史を実証的に考察する。

青木　幹哉（人文学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月30日 教諭
中学校社会科・
高等学校地理歴

史科教諭
6,000円 30人

令和2年6月9日～
令和2年6月23日

令02-
30378-
508911号

052-832-3285
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/

南山大学
【選択】国語科教員のための古
典・近現代文学研究

日本の古典文学や近現代文学をどのようなものとして捉え
るのか、その可能性や問題点などを、近年の文学研究の動
向や作品の読み方などをふまえながら、あらためて考える。
古典文学担当と近現代文学担当の２名の教員が午前と午
後とにわかれて、各々資料を配付し、それらに従って講習を
進める。時間内に試験時間を設け、筆記試験によって認定
を行う。

岸川　俊太郎（人文学部准教授）
森田　貴之（人文学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年9月19日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 50人
令和2年6月9日～
令和2年6月23日

令02-
30378-
508912号

052-832-3285
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/

南山大学
【選択】スペイン語教授法ワーク
ショップ

中学・高校レベルでスペイン語教科を担当している教諭諸
氏を対象として、実際に使われているテキストを教材に、初
学習者の学生を対象とするスペイン語教育において、どの
ような言語活動が可能か、受講者と共に実践的に考える。

ESCANDON　Arturo（外国語学部教授）
泉水　浩隆（外国語学部教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年12月12日 教諭
中学校・高等学
校スペイン語科

教諭
6,000円 15人

令和2年6月9日～
令和2年6月23日

令02-
30378-
508913号

052-832-3285
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/

日本福祉大学
【選択】学校における福祉的課題
～すべての子どもの権利が守ら
れる学校づくり～

近年、いじめや不登校を含む教育福祉的な課題や、児童生
徒があらゆる人（々）のしあわせを願い、実現することをめざ
す福祉教育実践に関する課題など、学校での教育/福祉的
課題への対応が重要であるといわれています。本講習で
は、福祉教育、教育福祉、スクールソーシャルワークなどの
切り口から「学校における福祉（学習）」をキーワードとする
諸課題を検討し、教育現場において先述の問題について考
える手がかり、心構えについて学んでいきます。

野尻　紀恵（社会福祉学部教授）
小林　洋司（社会福祉学部准教授）

愛知県半田市 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 6,000円 72人

令和2年5月12日～
令和2年5月25日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月12日
～5月18日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月19日～5月25日)

令02-
30380-
506807号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

日本福祉大学
【選択】地域研究の素材としての
知多半島の近代生活史

近代に入り、日本の社会が急激に西洋化するなかで、新し
い発想でのものづくりが行われ、鉄道・道路などの整備に
よって観光の魅力も発見されました。電力・水道の普及など
によって人々の生活も大きく変わりました。知多半島の近代
のくらしを通して考えることにより、地域を活かした授業を展
開する素材を提供します。

曲田　浩和（経済学部教授）
髙部　叔子（知多半島総合研究所研究員）

愛知県半田市 6時間 令和2年8月18日 教諭

小学校・中学校
（社会）、高等学
校（地理歴史・公

民）教諭

6,000円 72人

令和2年5月12日～
令和2年5月25日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月12日
～5月18日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月19日～5月25日)

令02-
30380-
506808号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

日本福祉大学
【選択】特別支援教育の理解と教
育実践のあり方

前半は、分離・別学の特殊教育から多様な困難・ニーズをも
つ子どもの学習や発達を保障する特別支援教育・特別ニー
ズ教育への転換の概要とその教育について理解を深める。
後半は、特別支援教育・特別ニーズ教育の理念や制度の枠
組みの中で、障害等の困難をもつ子どもの教育実践の方向
性を捉え、子どもの要求や願いをくみ取り、教師と子どもが
協働して取り組む教育実践の在り方について検討する。本
講座は、特別な支援を必要とする子どもたちと関わる先生
方の受講を推奨します。

石井　智也（スポーツ科学部助教）
大宮　ともこ（スポーツ科学部准教授）

愛知県半田市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

特別な支援を必
要とする児童・生

徒へ関わる教
諭、養護教諭

6,000円 72人

令和2年5月12日～
令和2年5月25日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月12日
～5月18日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月19日～5月25日)

令02-
30380-
506809号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

日本福祉大学
【選択】アタッチメントからみる幼
児・児童の発達

アタッチメント（愛着）の基本を理解するとともに、アタッチメン
トからみた子どもの発達について紹介します。対象は幼児
期から児童期前半（小学校前半の発達段階）の子どもです。
保育や学校現場の先生がたが、アタッチメントに課題を抱え
た子どもたちをどのように理解し支援できるか、また保育や
学校現場で大切にしたいことについても考えていきたいと思
います。

瀬地山　葉矢（子ども発達学部准教授） 愛知県半田市 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 72人

令和2年5月12日～
令和2年5月25日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月12日
～5月18日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月19日～5月25日)

令02-
30380-
506810号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

日本福祉大学
【選択】思春期に生じる心の問題
へのアプローチ

思春期、青年期に生じやすい「心の問題」あるいは精神疾
患をめぐり、学校で注意すべきポイントなどについて解説し
ます。なかでもいじめによるトラウマ、抑うつや自傷行為、な
いしは摂食障害、パーソナリティ障害や統合失調症などに
重点をおくとともに、さらに解離傾向やアスペルガー的傾向
の拡がりによって若者の心がつかみにくくなっている状況の
なかで、どうやって彼らの心にアクセスすればいいのかにつ
いて考えたいと思います。

大饗　広之（子ども発達学部教授） 愛知県半田市 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 72人

令和2年5月12日～
令和2年5月25日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月12日
～5月18日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月19日～5月25日)

令02-
30380-
506811号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

日本福祉大学
【選択】子どもを取り巻く貧困問題
と教育の課題

近年、貧困・格差の拡大が大きな社会問題になっています。
とりわけ、貧困な家庭に育った子どもたちの将来に貧困が
再生産されたり、貧困な家庭で児童虐待のリスクが高まった
りするなど、貧困問題のしわ寄せが子どもたちに及んでいる
ことは深刻な問題です。本講習では、保育や児童家庭福祉
のさまざまな切り口から「子どもの貧困」を学び、教育現場で
の課題を考える材料を提供します。

渡邊　忍（社会福祉学部教授）
中村　強士（社会福祉学部准教授）

愛知県半田市 6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 6,000円 72人

令和2年5月12日～
令和2年5月25日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月12日
～5月18日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月19日～5月25日)

令02-
30380-
506812号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

日本福祉大学
【選択】中・高等学校における基
礎的な英語発信力を育む指導法

新学習指導要領の趣旨を踏まえ、英語による基礎的なコ
ミュニケーション能力を養う指導法の理論を学びます。その
上で、４技能を有機的に関連付けた言語活動を体験・実践
し、英語発信力を育む授業の在り方について考察します。

米津　明彦（国際福祉開発学部教授） 愛知県半田市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中・高等学校の

英語科教諭
6,000円 30人

令和2年5月12日～
令和2年5月25日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月12日
～5月18日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月19日～5月25日)

令02-
30380-
506813号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

日本福祉大学
【選択】支援を必要とする児童生
徒のICT活用の在り方について

支援を必要とする児童生徒におけるICTの活用やそれに関
係する支援技術について学びます。講義だけでなく、タブ
レット端末等のICT機器を使った演習等を行います。講義内
容は、特別支援学校での活用だけでなく、小中高等学校に
在籍する発達障害のある子どもへの活用などについても検
討し、これからのインクルーシブ教育システムでどのように
活用すればいいかということにも触れていきます。

金森　克浩（スポーツ科学部教授） 愛知県半田市 6時間 令和2年8月24日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 50人

令和2年5月12日～
令和2年5月25日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月12日
～5月18日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月19日～5月25日)

令02-
30380-
506814号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

日本福祉大学
【選択】中・高等学校における英
語活用力を育む指導法

新学習指導要領の趣旨を踏まえ、英語の４技能を総合的に
育成するとともに、学習動機を高め、論理的思考力及び課
題解決能力を身につける授業の理論を学びます。その上
で、参加者相互に実践し、効果的な指導法について考察し
ます。

小倉　美津夫（全学教育センター教授） 愛知県半田市 6時間 令和2年8月24日 教諭
中・高等学校の

英語科教諭
6,000円 30人

令和2年5月12日～
令和2年5月25日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月12日
～5月18日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月19日～5月25日)

令02-
30380-
506815号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

日本福祉大学

【選択】障害のある子どもの体
育・運動指導　－障害のある子も
ない子も主役になれる授業を目
指して－

体育の授業において、障害のある児童・生徒に対してどの
ような配慮をすればよいのかについて学ぶ。具体的には障
害児の体育指導における基本的な考え方、障害の理解、
ルールや道具や技術面への配慮の仕方、インクルーシブ体
育の実践方法について、講義や実習（グループワークを含
む）を通して学ぶ。パラリンピックの歴史と競技の特徴につ
いて講義や実習を通じて学ぶ。

藤田　紀昭（スポーツ科学部教授）
大宮　ともこ（スポーツ科学部准教授）
安藤　佳代子（スポーツ科学部助教）

愛知県知多郡
美浜町

6時間 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
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 60人

令和2年5月12日～
令和2年5月25日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月12日
～5月18日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月19日～5月25日)

令02-
30380-
506816号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

人間環境大学
【選択】子どもの心や知性を育て
ることばの世界

・『万葉集』歌に、日本は「言霊の幸はふ国」、ことばの力に
よって祝福される国とうたわれている。そして、古代日本語
では、「事柄」「言葉」をともにコトとしていた。つまり、「事」は
「言」であった。そのようなことから、「ことば」について考えて
みたい。
・ 英語教育が英語学や言語学などの諸理論の影響のもと
につくりあげられてきた経緯とその結果について、講師の体
験も踏まえながら紹介し、（英語）教育法を教員として客観的
に評価し日々の授業に活用する機会とする。

花井　しおり（人間環境学部教授）
岡　良和（人間環境学部教授）

愛知県大府市 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 80人
令和2年4月16日～
令和2年5月16日

令02-
30381-
507891号

0562-43-0701 https://www.uhe.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

皇學館大学
【選択】伝統文化・地域の理解、
道徳教育及び教科内容の充実

改正教育基本法では旧法の規定に加え「伝統と文化の尊
重」など、今日重要と考えられる事柄が新たに教育の目標と
して規定された。今般開設する講習においては改正法に
沿った内容とし、「道徳教育」「伝統と文化の理解」「地域創
生と教育」「教科内容の充実（「幼保」「小学校」「国語」「社
会・地理歴史」「ICT教育」より選択）」について理解を深めて
いく。

渡邉　毅（教育学部准教授），土谷　長子（教育
学部准教授），深草　正博（教育学部教授），中
條　敦仁（教育学部准教授），岩崎　正彌（現代
日本社会学部准教授），岸川　政之（現代日本
社会学部教授），高橋　摩衣子（教育学部准教
授），齋藤　平（文学部教授），杉野　裕子（教育
学部教授），橋本　雅之（現代日本社会学部教
授），渡邉　賢二（教育学部教授），大島　信生
（文学部 准教授），長谷川　怜（文学部 国史学
科 助教），桐村　喬（文学部 コミュニケーション
学科 准教授），川口　雅昭（人間環境大学　人
間環境学部　特任教授），新田　均（現代日本
社会学部　学部長），加藤　純一（教育学部 教
授）

三重県伊勢市 18時間
令和2年8月21日～
令和2年8月23日

教諭 全教諭 18,000円 180人
令和2年6月1日～
令和2年6月3日

令02-
30384-
507357号

0596-22-6049
https://www.kogakkan-
u.ac.jp/

皇學館大学
【選択】伝統文化・地域の理解、
道徳教育及び教科内容の充実

改正教育基本法では旧法の規定に加え「伝統と文化の尊
重」など、今日重要と考えられる事柄が新たに教育の目標と
して規定された。今般開設する講習においては改正法に
沿った内容とし、「道徳教育」「伝統と文化の理解」「地域創
生と教育」「教科内容の充実（「幼保」「小学校」「国語」「社
会・地理歴史」「ICT教育」より選択）」について理解を深めて
いく。

渡邉　毅（教育学部准教授）
土谷　長子（教育学部准教授）
深草　正博（教育学部教授）
中條　敦仁（教育学部准教授）
岩崎　正彌（現代日本社会学部准教授）
岸川　政之（現代日本社会学部教授）
高橋　摩衣子（教育学部准教授）
齋藤　平（文学部教授）
橋本　雅之（現代日本社会学部教授）
長谷川　怜（文学部 国史学科 助教）
桐村　喬（文学部 コミュニケーション学科 准教
授）
田中　康二（文学部 国文学科 教授）
川口　雅昭（人間環境大学　人間環境学部　特
任教授）
山本　智子（教育学部 准教授）
新田　均（現代日本社会学部 学部長）

三重県四日市
市

18時間
令和2年8月20日～
令和2年8月22日

教諭 全教諭 18,000円 180人
令和2年6月1日～
令和2年6月3日

令02-
30384-
507358号

0596-22-6049
https://www.kogakkan-
u.ac.jp/

成安造形大学 【選択】綿棒を使った立体造形

綿棒の両端を接着して立体造形を行う。習作として基本的
な立体を組み合わせたのち、より複雑な構造物へと展開し、
ひとつのかたちを組み合わせてできる造形の可能性を探究
する。自由課題「まとう」では、習作の経験を活かして身体に
装着する立体作品に取り組む。自然がつくる身体の有機的
な造形と、人工的な幾何学造形との対比や融合を考えて制
作する。
これにより、具体的なモチーフに頼らない「美しさ」の追求と
理解、および制作途中に刻々と変わる表情の観察と予測な
ど自身が予想しえなかった到達点に導くための学習体験の
あり方を考察する。

石川　亮（芸術学部准教授） 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・
高等学校教諭

6,000円 20人

令和2年5月15日～
令和2年5月23日

(備考　5月15日～5月
16日は、本学卒業生先

行募集期間)

令02-
30389-
507552号

077-574-2118 http://www.seian.ac.jp

成安造形大学
【選択】日本で見られる西洋近代
の名画

モネ、ルノワール、ドガ、セザンヌ、ゴーガン、ファン・ゴッホと
いった西洋近代絵画の巨匠たちの作品は、児童・生徒にも
親しみやすいものといえる。日本国内の美術館が所蔵する
作品を中心に彼らの画業をふりかえり、印象派・ポスト印象
派を中心とする近代美術の意義を再考する。図画工作や美
術における鑑賞教育にととまらず、国語教育における表現
の理解、歴史教育における近代とその文化の理解などをす
すめる。

千速　敏男（芸術学部教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 40人

令和2年5月15日～
令和2年5月23日

(備考　5月15日～5月
16日は、本学卒業生先

行募集期間)

令02-
30389-
507553号

077-574-2118 http://www.seian.ac.jp
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対象職

種
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成安造形大学
【選択】インクルーシヴ教育にお
ける造形ワークショップの提案

障害を持った子どもたちとそうでない子どもたちがともに学
ぶことができるアートワークショップについて、アートの視点
を用い考えるとともに体験する。午前中は障害学などの知
見をもとに、知的障害や発達障害についてどのように考える
ことができるかを検討し、様々な表現の可能性を探る。午後
は造形ワークショップのあり方について考える。

島先　京一（芸術学部教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

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15日～
令和2年5月23日

(備考　5月15日～5月
16日は、本学卒業生先

行募集期間)

令02-
30389-
507554号

077-574-2118 http://www.seian.ac.jp

成安造形大学
【選択】版画・孔版　―布に刷るス
テンシル―

版画の一種であり、伝統的な型染めの技術を利用したのが
ステンシル技法です。特別な設備も必要なく、手軽に布に図
柄をつけることができるのが特徴ですが、本講座では、作業
工程を一通り実体験することで、教育現場における実施へ
の応用も探ります。

田辺　由子（芸術学部准教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月6日 教諭

小学校教諭(図画
工作)、中学校教
諭（美術）、高等
学校教諭（美術･

工芸）

7,000円 20人

令和2年5月15日～
令和2年5月23日

(備考　5月15日～5月
16日は、本学卒業生先

行募集期間)

令02-
30389-
507555号

077-574-2118 http://www.seian.ac.jp

成安造形大学
【選択】写真・教育現場での活用
と表現指導

カメラや周辺機器のデジタル化が進み、写真は特別なもの
ではなくなっている。ほとんどの人が何らかの形で撮影の道
具を利用しているといっても過言ではないが、カメラは高価
な上位機種を持てばよい写真が撮れるという訳ではない。
また、コンピュータ上で画像処理をすることで、よい写真が仕
上がる訳でもない。身近な機材で撮影した写真のイメージを
いかに利用するか、スライド発表やミニ写真集の構想まで、
撮影から編集にいたる方法を学んで学校現場での応用につ
なげる。尚、この講座は画像処理や画像加工を学ぶもので
はありません。

金澤　徹（芸術学部教授） 滋賀県大津市 12時間
令和2年8月4日～
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
13,000円 15人

令和2年5月15日～
令和2年5月23日

(備考　5月15日～5月
16日は、本学卒業生先

行募集期間)

令02-
30389-
507556号

077-574-2118 http://www.seian.ac.jp

成安造形大学
【選択】古典技法（テンペラ画）に
よる絵画表現方法

　古典技法は絵画制作におけるプロセスを重視しており、そ
こには西欧絵画が培ってきた絵画空間を表現する上で必要
となる様々な要素が凝縮されている。
　この講習では卵黄を使用したテンペラ画を制作することに
よって、西欧絵画の成り立ちや表現方法を探る。絵の基底
材としての下地の持つ意味や、顔料とメディウムの関係、明
度設計の役割など、絵画の基本的な構造を制作プロセスを
通じて学び、絵画制作の指導方法を考察する。

馬場　晋作（芸術学部准教授） 滋賀県大津市 6時間 令和2年8月7日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（美

術）、高等学校教
諭（美術）

7,000円 20人

令和2年5月15日～
令和2年5月23日

(備考　5月15日～5月
16日は、本学卒業生先

行募集期間)

令02-
30389-
507557号

077-574-2118 http://www.seian.ac.jp

びわこ学院大学
【選択】ソーシャルワーク的な視
点で利用者の状況を把握（アセ
スメント）する方法を学ぶ

本講座ではソーシャルワークの手法に基づき利用者（親、子
ども）の状況を把握（アセスメント）できるようになることを目
指す。関連して先進的な取り組みとしてフィンランドの子育て
支援（主にネウボラ）について学ぶ。

榎本　祐子（教育福祉学部講師）
滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 62人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509305号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】領域「言葉」における実践
法

本講習では、幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基
本を学び、領域「言葉」の保育内容を理解する。また、“伝え
合う喜び”を中心に他の領域との関連が深い部分を学ぶと
ともに、いくつかの課題に取り組み言葉を交わす喜びを味わ
い、専門職としての知識や実践力を身につける。

杉本　榮子（びわこ学院大学短期大学部　ライ
フデザイン学科講師）

滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 32人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509306号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】道具を使ったリトミックと鍵
盤楽器を使わないリトミック

子どもの表現活動をより豊かにするために音楽は重要な要
素の1つです。
ボール、フラフープ、スカーフ、縄とび、楽器などの道具を
使った簡単なリトミックを学びます。また鍵盤楽器を使用せ
ずに1人で指導できるリトミックのレパートリーも増やします。

竹下　則子（びわこ学院大学短期大学部　ライ
フデザイン学科講師）

滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 32人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509307号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学 【選択】幼児造形

「　心情・意欲・態度を繋ぐ、心豊かな表現力の追及　」
・個々の良さを認め、笑顔になれる表現・造形遊びについて
・発達過程に応じた造形表現の特性について
・遊びを基盤とした造形遊びの楽しさ・不思議さについて
・心がワクワクする造形遊びの教材研究と実践について

髙橋　容子（びわこ学院大学短期大学部　ライ
フデザイン学科講師）

滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 32人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509308号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/
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びわこ学院大学

【選択】小学校の体育授業におけ
るボール運動の授業づくり－運
動に苦手な子も楽しめる体育授
業－

体力低下問題の一つとして、積極的に運動する子とそうでな
い子との二極化が指摘されてきました(中央教育審議会答
申,2008)。体育の授業は、運動が得意な子も、苦手な子も共
に学ぶ時間です。体育授業の中で、運動が苦手な子が、楽
しさを感じ積極的に授業に取り組むようになれば、運動に向
かうきっかけになるかもしれません。本講習では、小学校体
育授業のボール運動を取り上げ、運動が苦手な子も積極的
に参加できる授業作りを考えていきます。

深田　直宏（教育福祉学部准教授）
滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月7日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 26人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509309号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】たのしくなければ授業じゃ
ない－深い学びにさそいこむ理
科授業をめざして－

身近な課題について、小グループで実験をしたり話合ったり
する時間を多く取り、学ぶことの本質に触れていきます。「理
科が苦手」という人も愉しんで学べる時間になると思いま
す。

箱家　勝規（教育福祉学部准教授）
滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月7日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 28人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509310号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】運動場面に活かす〈技〉と
〈こころ〉

【武道に期待するもの（午前）】
武道における簡単な技や対人的な活動（形・かた）などを通
して、その特性に触れるとともに、日本の伝統文化について
理解を深めていきます。
【スポーツ心理学に期待するもの（午後）】
スポーツにおける「こころ」の重要性について理解を深めま
す。「競技スポーツ」を行う場合、「健康スポーツ」を行う場
合、そして「指導者」という立場になった場合など、様々なス
ポーツ場面における「こころ」のあり方やその理論に触れ、ス
ポーツ実践や運動場面に役立つようなスポーツ心理学の有
益な知見を紹介します。

村山　勤治（教育福祉学部教授）
竹内　早耶香（教育福祉学部講師）

滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校・高等学
校保健体育教諭

向け
6,000円 22人

令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509311号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】現代的な健康課題を抱え
る子どもたちへの支援

平成29年3月に文部科学省で策定された「現代的な健康課
題を抱える子供たちへの支援　～養護教諭の役割を中心に
～」を踏まえ、学校における児童生徒の健康課題解決の進
め方（①基本的な進め方、②対象者の把握、課題の背景の
把握、③支援方針・支援方法の検討）について、演習を通し
て学ぶ。

岩崎　信子（教育福祉学部教授）
滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月7日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 16人

令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509312号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学 【選択】幼児理解の理論と方法

幼児の発達や学びを捉えるには、幼児理解を深めることが
大切である。理解を深めるための考察、振り返りのあり方を
探る。また、一人一人の幼児の良さや可能性、幼児理解に
基づいた評価のあり方を検討し、指導の過程を振り返り改
善に生かすことを学ぶ。

川副　知佐（教育福祉学部講師）
滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月11日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 62人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509313号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学 【選択】子どもの造形活動

幼児の「造形活動」を幼児教育の立場から解説するととも
に、保育現場でよく使われている様々な材料を使い造形の
諸要素について実技を交えて講習します。小学校低学年と
の連続性をふまえた幼児期の造形活動について考えます。

山成　昭世（教育福祉学部准教授）
滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月11日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 32人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509314号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】子どものからだ、子どもと
からだ　再考

「かんがえる」「こころみる」「かえりみる」をキーワードに、幼
児期の身体活動（運動遊び）について、その効果を再考する
とともに、発達を考慮した効果的な活動の内容やその指導・
支援について考える機会としたい。

奥田　愛子（教育福祉学部教授）
滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月11日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 32人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509315号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学 【選択】幼児音楽表現

1・空き容器を利用してマラカスを作り、リズム遊びと幼児発
声。
2・発声の仕組み理解と体験、合唱への発展。
3・４リトミックは音に合わせて身体を動かすことにより、音楽
的な要素に加え、創造力、注意力、集中力等を引き出す音
楽教育です。実際に身体を動かして基礎的な身体活動を学
びます。

内山　育子（教育福祉学部講師）
黄　恵（黄音楽教室　主宰）
嶺尾　圭子（嶺尾音楽教室　主宰）

滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月11日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 32人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509316号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】小学校外国語活動・英語
指導力向上講座

新学習指導要領実施における評価の在り方、言語活動の
在り方、小中連携の在り方について説明。教科としての新し
い内容や指導の工夫を学び合う場とする。

大谷　五十二（滋賀県甲賀市教育委員会学校
教育課　学力育成指導員）

滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月11日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 27人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509317号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/
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びわこ学院大学
【選択】学校教育における「徳育」
について

校種を問わず、教育そのものを問い直す一つの機会とし
て、道徳の教科化は共有できるだろう。善い人が善い人を
育てるために、これまでどのような教育が試みられてきたの
か。学校にできることを、どのように絞り込んでゆけばよいの
か。過去と現在の日本における事例に即しながら、考えを深
めてゆきたい。

和田　充弘（教育福祉学部准教授）
滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月11日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 27人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509318号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】体育授業の指導を俯瞰的
に捉える「単元構造図」の作成

体育授業を実施していく際には生徒の学習成果を保障して
いくためにも、指導計画を立案しなければならない。その中
でも単元計画はそれぞれの学習内容を実際の授業場面に
対してどのように展開していくのかを示している。その単元
計画を構造的に捉え、教師の俯瞰図としての機能を持って
いるのが「単元構造図」である。そこで、本講習では、参加
者の協同的なワークショップを通して、指導と評価を一体化
させるための「単元構造図」の作成を行っていく。

川口　諒（教育福祉学部助教）
滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月11日 教諭
中学校・高等学
校保健体育教諭

向け
6,000円 22人

令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509319号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】教育現場で知っておきた
い「病気やケガの対応」

学校で多い病気・ケガの予防や応急手当、心肺蘇生法を再
度確認し正しく実践できるよう、講義と演習を組み入れた形
式で学んで頂けます。また、学校内での感染症対策や総合
的な判断力を向上するために災害、事故時の症例デモンス
トレーションを行なって実践力を高めて頂けます。

内藤　紀代子（教育福祉学部教授）
滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月11日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 16人

令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509320号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】特別支援教育の今日的
課題について

平成19年特別支援教育が始まり、障害者の権利条約批准、
関連して障害者差別解消法が施行された。共生社会を目指
すためにインクルーシブ教育システムの推進、特別支援教
育の充実が求められ、心のバリアフリー、教育活動での合
理的配慮の充実等の取り組みが必要不可欠になってくる。
今一度、通常の学級での支援、授業をどのように充実させ
ていくのかなど、適切な指導と必要な支援について考えてい
きたい。

小西　喜朗（教育福祉学部教授）
滋賀県東近江
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 110人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509321号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学 【選択】特別支援教育

・子どもとの関わりを主にことばの側面と対人相互性（コミュ
ニケーション）の側面から考える。
・普段の生活の中でできるアセスメントとそれに基づいた具
体的な指導上の配慮や工夫などの取り組みの手掛かりを探
り、心のバリアフリーについて考えを深める。

後藤　真吾（教育福祉学部講師）
滋賀県東近江
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 110人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509322号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】消費者教育にどのように
取り組むか～教育活動に消費者
教育の視点を～

新学習指導要領を踏まえ、消費者教育に関する基本的な考
え方や教育活動の中でどのような視点が必要かを確認しな
がら、消費者教育のあり方を探る。
消費者教育の指導力向上を目指し、「消費者問題」の現状
やその背景等、滋賀県消費生活センターの情報を得るとと
もに、消費者教育の実践的な知識の習得を図る。

出口　由美子（教育福祉学部非常勤講師）
滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月12日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 34人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509323号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学

【選択】カウンセリング・ケース
ワークを通した実践に活かせる
ポイント１０～ポジティブシンキン
グからの自己挑戦～

カウンセリング・ケースワークの理論（知識・技術）を理解し、
今目の前にいる子どもに沿ったより良いコミュニケーション
が出来るようになる。特に、チーム支援の考え方を通して、
気になる子ども等への対応についてもあわせて考える。自
分自身と専門職の自分との対比の中でジレンマを感じつつ
も前向きになれるような講義内容を目指す。現スクールカウ
ンセラー（福井県教育委員会委託）の視点で捉えた現場で
の客観的なニーズを伝えながら一緒に考えていく演習の形
態を取りたいと思います。

吉弘　淳一（福井県立大学　看護福祉学部教
授）

滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 110人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509324号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/
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びわこ学院大学

【選択】「学校（園）と地域が協働
で子どもを育てる」～新学習指導
要領（学校・園改革）の推進と地
域創生をコミュニティ・スクールの
視点で～

今日の激変する社会状況の中で、学校や園での子どもたち
の課題は、校園では解決できない問題も増加しています。ま
た、グローバル化した社会に対応できる教育改革、少子高
齢化の地域社会の創生のあり方等次代を担う子どもの育ち
を思考する学びの場とします。

高木　和久（教育福祉学部非常勤講師）
滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 110人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509325号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学 【選択】子どもの栄養
子どもの健やかな成長に必要な栄養・食生活について学び
を深め、実践可能な食育が実施できるためのプログラムを
学びます。

赤田　みゆき（京都栄養医療専門学校　専任講
師）

滋賀県東近江
市

6時間 令和2年8月18日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 34人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
30392-
509326号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

大谷大学
【選択】フィールドワークで学ぶ宇
治の歴史

生徒がより豊かな歴史像を描くために、歴史教育の素材を
提案し、授業運営の一助としたい。本講習は、地域の文化
遺産を歴史教育の素材とするため、宇治地域を例として、史
跡踏査の方法や地域博物館の活用方法などを、実践例の
紹介やフィールドワーク（源氏物語ミュージアム、平等院鳳
凰堂等）を交えて実施する。

東舘　紹見（文学部教授） 京都府宇治市 6時間 令和2年9月5日 教諭

小学校・中学校
（社会科）・高等
学校（地理歴史

科）　教諭

6,400円 40人
令和2年4月16日～

令和2年8月7日

令02-
30395-
507326号

075-411-8476
(内線： 4417)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

京都産業大学 【選択】日本経済の歩みと現状

本講習では、いくつかの事件、トピックスを取り上げながら、
主として1920年代後半から今日までの日本経済の歩みを確
認する。取り上げるトピックスは以下の通りである。昭和恐
慌、2.26事件、敗戦、ドッジライン、高度経済成長、二つの
ショック、日米経済摩擦、プラザ合意、バブル経済、平成不
況、不良債権、デフレ、リーマンショック、アベノミクス等々。

坂井　功治（経済学部教授）
山内　太（経済学部教授）

京都府京都市 6時間 令和2年7月30日 教諭

中学校社会科教
諭、高等学校公
民科教諭、高等
学校商業科教諭

6,000円 120人
令和2年5月1日～
令和2年6月5日

令02-
30402-
508117号

075-705-1479
https://www.kyoto-
su.ac.jp/

京都産業大学 【選択】平安京・京都研究の現在

京都は、平安遷都以来1200年余の歴史をもつ文化都市で、
市内には歴史遺産が点在している。本講習では、最新の調
査・研究成果を踏まえ、特に歴史学の立場から京都文化の
特質について考察する。世界遺産「古都京都の文化財」に
包摂される文化財はもちろん、京都で展開された政治・経
済・文化や人物などに着目し、平安京－京都の実態をリア
ルに復原する。講習は視聴覚教材をも使用し、ビジュアルな
形で進める。歴史研究の成果を踏まえた新たな歴史教育の
在り方を、受講者の皆さんとともに探ってみたい。

若松　正志（文化学部教授）
吉野　秋二（文化学部教授）
笹部　昌利（文化学部准教授）

京都府京都市 6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科教諭

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年6月5日

令02-
30402-
508118号

075-705-1479
https://www.kyoto-
su.ac.jp/

京都産業大学
【選択】ICTを活用した英語授業と
タスク・内容中心の英文法指導

英語の授業力をブラッシュアップするために、英語教授法や
応用言語学の理論と実践から、次のテーマについてアクティ
ブ・ラーニング形式で講習をする。１）「ICTを活用した英語学
習」：スマートフォンのゲームを使い、授業の内容の復習、学
生の授業の理解度も確認する。2）「タスク・内容中心の英文
法指導」日本語でのルール説明ではなく、タスクや内容中心
のアプローチを用いて、英語を使って文法を学ぶ方法を探
る。

難波　和彦（外国語学部教授）
ラボレット　エリザベス　ホリー　パフ（外国語学
部准教授）

京都府京都市 6時間 令和2年7月29日 教諭
中学校英語科教
諭、高等学校英

語科教諭
6,000円 20人

令和2年5月1日～
令和2年6月5日

令02-
30402-
508119号

075-705-1479
https://www.kyoto-
su.ac.jp/

京都産業大学
【選択】分光学で学ぶ原子の世界
（物理学実験）

物質が出す光には様々な成分が含まれている。その成分を
調べるために（１）ＣＤを用いた簡易分光器、（２）プリズム分
光器、を用いて蛍光灯、ナトリウムランプ、水素放電管など
から発生する光を分光し、波長を決定する。また得られた水
素原子のバルマー発光の波長から、原子のエネルギー準
位に関するボーア模型を用いてリュードベリ定数を求める。

鈴木　信三（理学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年7月29日 教諭
中学校理科教

諭、高等学校理
科教諭

6,000円 8人
令和2年5月1日～
令和2年6月5日

令02-
30402-
508120号

075-705-1479
https://www.kyoto-
su.ac.jp/
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京都産業大学
【選択】運動神経を高めるための
ゴールデンエイジにおける留意
点

本講習では、ゴールデンエイジと呼ばれる小学校（中学年）
から中学生の子どもたちを対象とするパフォーマンス (運動
神経)の改善法とその留意点について、講義・実技を通じて
論じることを目的とする。具体的な講習内容は、まず、運動
神経を高める上で注意すべき姿勢・身体の操作法などにつ
いて講義を行う。その後、学校体育などにおけるウォーミン
グアップやスポーツ場面で必要な基本的な身体操作につい
ての提案を行いたい。

石飛　博之（現代社会学部助教） 京都府京都市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校教諭、中
学校保健体育科

教諭
6,300円 20人

令和2年5月1日～
令和2年6月5日

令02-
30402-
508121号

075-705-1479
https://www.kyoto-
su.ac.jp/

京都産業大学
【選択】幼児期から児童期におけ
る運動遊び

本講習では、幼稚園から小学校（低学年）の子どもたちを対
象とする「運動遊び」の指導法とその留意点について、講
義・実技を通じて論じることを目的とする。具体的な講習内
容は、ボールなどの小さな道具を使った運動遊びを中心に
扱い、将来的に学校体育などにおけるボールゲーム学習に
必要な技術習得に向けた基礎的基本的な身体操作につい
ての提案を行いたい。

廣瀬　勝弘（現代社会学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年7月30日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,300円 20人

令和2年5月1日～
令和2年6月5日

令02-
30402-
508122号

075-705-1479
https://www.kyoto-
su.ac.jp/

京都産業大学
【選択】学校体育におけるタグラ
グビーの指導法

本講習は、学校体育におけるタグラグビーの指導法につい
て、講義・実技を通じて論じることを目的とする。講習内容
は、学習指導要領解説におけるタグラグビーの位置づけに
ついての確認を行い、タグラグビーをゲームの仕組みから
捉え直し、ゲームにおける課題解決に必要な基礎的かつ基
本的な内容及び安全に留意した指導の提案を中心に扱うこ
ととする。

廣瀬　勝弘（現代社会学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校教諭、中
学校保健体育科

教諭
6,300円 20人

令和2年5月1日～
令和2年6月5日

令02-
30402-
508123号

075-705-1479
https://www.kyoto-
su.ac.jp/

京都産業大学
【選択】生徒に興味を持たせる授
業研究

ＮＨＫ高校講座保健体育担当講師の経験から①興味を持た
せる授業について基本的な考え、事例について講義する。
②自校での現状について発表する。③発表内容から問題を
テーマ別に分け全体の話題とする。④テーマ別の内容につ
いて参加者全員で討論し、興味を持たせる授業について語
り合い、新たな知見を得て学校現場に戻れるような講義とす
る。

国吉　恵一（現代社会学部准教授） 京都府京都市 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、特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年5月1日～
令和2年6月5日

令02-
30402-
508124号

075-705-1479
https://www.kyoto-
su.ac.jp/

京都女子大学
【選択】近年の世界史研究の動
向

午前中は、中世から近世にかけてのヨーロッパ史（政治、経
済、社会、文化）を捉えるための重要な論点について、でき
るだけ新しい研究をもとに述べていく。午後は13-14世紀の
西アジア史の諸問題（政治、外交、文化など）について、エ
ジプトとシリアを中心に論じる。いずれも最後は、教科書に
は収まりきらない学界の最新成果を学校現場でどのように
反映できるかについて、20分程度のミニレポートをまとめて
いただく予定である。（ただし、女性に限る）

山田　雅彦（文学部教授）
谷口　淳一（文学部教授）

京都府京都市 6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校社会科教
諭、高等学校歴

史科教諭
6,000円 30人

令和2年6月1日～
令和2年6月30日

令02-
30404-
509099号

075-531-7275
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/

京都女子大学 【選択】動機づけの諸理論

動機づけとは、行動を生起し、維持し、方向づけるプロセス
とされています。心理学において、古くはFreudの力動論、
Hullの動因理論、Maslowの人間性理論など大きな枠組みの
中で動機づけが論じられてきた時代もありましたが、近年で
は動機づけに関わる特定の側面に焦点を当てたさまざまな
理論が展開されています。本講習では、近年の動機づけの
諸理論について知り、学習者の動機づけについて考えま
す。（ただし、女性に限る）

広瀬　雄彦（発達教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月8日 教諭 主に小学校教諭 6,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年6月30日

令02-
30404-
509100号

075-531-7275
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/

京都女子大学 【選択】生活を科学する

ひとびとの生活を科学的に捉えて分析することは、物心とも
に生活を豊かにするだけでなく、産業での商品開発やサー
ビスの設計において不可欠です。この講義では、住生活・衣
生活・サービスデザインの3つの視点から、科学的な研究と
その応用について講義します。（ただし、女性に限る）

山岡　俊樹（家政学部教授）
北尾　靖雅（家政学部教授）
渡邊　敬子（家政学部准教授）

京都府京都市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校家庭科教
諭、高等学校家

庭科教諭
6,000円 30人

令和2年6月1日～
令和2年6月30日

令02-
30404-
509101号

075-531-7275
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/
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種
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京都女子大学
【選択】今、社会で起きていること
―家族/環境エネルギーから考
える

本講習は、現代社会における家族並びに環境エネルギー
の最新事情についてオムバニス形式で講義を行う。まず前
半では、現在の日本社会における様々な家族の規範をめぐ
る問題を社会学的に考察する。後半では社会と環境に再生
可能・自然エネルギー利用がどのように関係するかを考え
る。（ただし、女性に限る）

奥井　亜紗子（現代社会学部准教授）
諏訪　亜紀（現代社会学部教授）

京都府京都市 6時間 令和2年8月7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6月1日～
令和2年6月30日

令02-
30404-
509102号

075-531-7275
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/

京都芸術大学 【選択】アートの時間

表現領域においては、美術館でのワークショップの事例を
紹介し、実際のワークショップを体験します。鑑賞領域にお
いては、対話による名画の鑑賞と彫刻作品の触察を行ない
ます。授業研究では、実践例を取り上げながら授業者が発
表を行ない、これについて講習参加者全員による意見交換
を行ないます。

鷹木　朗（芸術学部教授）
湯川　雅紀（関西福祉科学大学　教育学部准教
授）

京都府京都市 18時間
令和2年7月31日～
令和2年8月2日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学

校教諭（主に図画
工作・美術を担当

する方）向け

20,000円 25人
令和2年4月16日～
令和2年7月25日

令02-
30406-
509090号

075-791-9243
(内線： 3318)

http://www.kyoto-
art.ac.jp/

京都芸術大学
【選択】コミュニケーション・スキル
アップの3日間！

人が人との間で生きていくために、最も重要なツールである
コミュニケーション。教員にも、子どもたちにとっても大切なコ
ミュニケーション能力のあり方・育て方について学びます。心
理学を応用したワークショップで、コミュニケーションの力を
実感。二枚貝を観察、推理し、それを「発見」と「伝達」につな
ぐ。そして美術作品やマンガ作品の対話型鑑賞をとおして、
みる、考える、話す、聴く力をアップ！

福　のり子（芸術学部教授）
伊達　隆洋（芸術学部准教授）
大野　照文（元京都大学教授）
岡崎　大輔（芸術学部専任講師）

京都府京都市 18時間
令和2年8月2日～
令和2年8月4日

教諭
養護教

諭

幼稚園・小・中・
高校教諭および

養護教諭
20,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年7月17日

令02-
30406-
509091号

075-791-9132 https://www.acop.jp/

京都芸術大学
【選択】コミュニケーション・スキル
アップの3日間！

人が人との間で生きていくために、最も重要なツールである
コミュニケーション。教員にも、子どもたちにとっても大切なコ
ミュニケーション能力のあり方・育て方について学びます。心
理学を応用したワークショップで、コミュニケーションの力を
実感。二枚貝を観察、推理し、それを「発見」と「伝達」につな
ぐ。そして美術作品やマンガ作品の対話型鑑賞をとおして、
みる、考える、話す、聴く力をアップ！

福　のり子（芸術学部教授）
伊達　隆洋（芸術学部准教授）
大野　照文（元京都大学教授）
岡崎　大輔（芸術学部専任講師）

京都府京都市 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

幼稚園・小・中・
高校教諭および

養護教諭
20,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年7月31日

令02-
30406-
509092号

075-791-9132 https://www.acop.jp/

京都文教大学
【選択】授業と学級経営の相乗効
果で子どもの可能性を伸ばす

よい学級は、子どもが生き生きと過ごし、自分の可能性を伸
ばしているという実感をもっています。そのような学級を創り
出すための、授業や学級マネジメントの方法を紹介します。
現場から生じる様々な問題、教師の悩み等を踏まえながら、
理論だけでなく現場ですぐに役立てられる実学を修得するこ
とを目的としています。学級経営と授業を関連させていくこと
で、相乗効果が得られることを、実例をもとに解説します。

大前　暁政（こども教育学部 こども教育学科准
教授）

京都府宇治市 6時間 令和2年7月28日 教諭 小学校教諭 6,000円 80人
令和2年5月17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509181号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】子どもの心とことばを育む
読書活動

豊かなことばを育み、心を育てる読書活動について、その意
義や具体的な効果、実践上の課題について解説し考え合い
ます。また、ワークショップ・演習を通して、読書活動を生か
した言語活動の在り方や子どもを読書好きにするための
様々な方法について探っていきます。ことばを育てる実践に
役立つ内容です。

橋本　京子（こども教育学部 こども教育学科教
授）

京都府宇治市 6時間 令和2年7月29日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 30人

令和2年5月17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509182号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学 【選択】絵本、再発見

子どもに関わる媒体として、絵本はとても身近なものでしょ
う。講習では、一方的な読み手から解放され、改めて絵本の
魅力を再発見できる機会を提供したいと思います。臨床心
理学的な視点を通して、いろいろな角度から教育現場での
絵本の効果的な活用法に迫ります。読み聞かせの実践もお
こないます（幼稚園・小学校低学年向け）。日頃から絵本が
好きな方、絵本についてディスカッションをしたい方にご参加
いただきたく思います。

三林　真弓（臨床心理学部臨床心理学科教授） 京都府宇治市 6時間 令和2年8月20日 教諭
幼稚園・小学校
（低学年）教諭

6,000円 24人
令和2年5月17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509183号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/
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京都文教大学
【選択】「資質・能力」を育む算数
科の授業づくり

「アクティブラーニング」 と「見方・考え方」をキーワードに、
「資質・能力」を育てる小学校算数科の授業の理論と実際に
ついて実践的に学びます。「数学的活動」による小学校算数
の授業改善について具体的に解説します。小学校算数科に
おける内的活動と外的活動双方に目を向け、「主体的・対話
的で深い学び」を実現する算数科の学習指導法「ALふきだ
し法」について解説します。

亀岡　正睦（こども教育学部 こども教育学科教
授）

京都府宇治市 6時間 令和2年8月1日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和2年5月17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509184号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】教育相談に活かすメンタ
ルヘルス～脳と心のバランス～

教員や生徒のメンタルヘルスの実情について講義し、自身
のストレスマネージメントやコーピングスタイルを確認し、マ
インドフルネスを体験する。さらに、ラインケアとセルフケア
について講義し、セルフケア・ストレスマネージメントの手法
としてのリフレーミングを体験する。そのうえで、マインドフル
ネスとリフレーミングの脳内メカニズムについて解説し、ふり
かえりのまとめを行う。教員自身のメンタルヘルスの向上や
生徒に対する教育相談およびメンタルヘルスの向上にも活
用することを目的とする。

中島　恵子（臨床心理学部臨床心理学科教授）
辰巳　朋子（京都文教短期大学非常勤講師）

京都府宇治市 6時間 令和2年8月1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 30人
令和2年5月17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509185号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】スポーツ指導（運動部活
動）をスポーツサイエンスからア
プローチする

昨今、スポーツは科学的に分析され、様々なことが客観視
できるようになり、パフォーマンス向上には、科学を取り入れ
ることが求められるようになった。本講習は”スポーツはサイ
エンスでもある。”をモットーに、スポーツサイエンスの要素
である”パフォーマンス構造論”、”パフォーマンスに関わる
エネルギー供給システム”、”スポーツ栄養学”からスポーツ
を追究し、パフォーマンス向上についての方法を考察、実践
する。

岩田　美智子（京都文教短期大学ライフデザイ
ン学科講師）
久米　雅（京都文教短期大学食物栄養学科准
教授）
山下　篤央（京都文教短期大学ライフデザイン
学科准教授）

京都府宇治市 6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校、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17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509186号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】文化の継承を考えるー宇
治の文学と鵜飼を手掛かりに―

我が国の伝統や文化を尊重する心を育成するためには、教
員自身が日本の伝統や文化について関心を深めることが重
要である。本講習では、宇治の風景・人々の暮らしを伝える
資料や文学作品などを鑑賞しながら、日本文化の昔と今を
検証し、「次世代に伝える文化」について考える。なお、伝統
文化継承の今日的課題を明らかにするために、宇治の伝統
文化の一つ「鵜飼」を取り上げる。課題提示にあたり、ゲスト
スピーカーに鵜匠を迎え、鵜飼の現状を知る時間を設ける。

千古　利恵子（京都文教短期大学幼児教育学
科教授）

京都府宇治市 6時間 令和2年8月2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5月17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509187号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】子どもの表現活動を導く
音あそび

本講習では、子どもの音に対する感性を育み、音楽的な表
現活動を援助する方法について学びます。具体的には、鍵
盤楽器を用いた伴奏法や、グループワークで音あそび・楽
器あそびなどを実践し展開方法を考察します。受講者自ら
音楽の楽しさや喜びを体験することも目的としています。

岩佐　明子（京都文教短期大学幼児教育学科
講師）

京都府宇治市 6時間 令和2年8月4日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年5月17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509188号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】教師と子どものためのメン
タルヘルス

小・中・高校時代は、様々な対人関係を通して社会性を身に
つけながら、一方で「自分らしさ」という個性を形成していく心
理的課題に満ちた時期です。この時期には、身体的・社会
的にも大きな変化をともない、精神的不調が起こりやすくも
あります。本講習では、この時期に子ども達が直面する様々
な心理的課題や精神的不調、孤食や不規則な食生活に纏
わる課題、摂食障害など精神・身体面での問題、そして子ど
も達を育み守る教師自身のメンタルヘルスについて、その
理解と具体的対応・援助を学びます。

松田　真理子（臨床心理学部臨床心理学科教
授）
平尾　和之（臨床心理学部臨床心理学科教授）

京都府宇治市 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・
高等学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 260人
令和2年5月17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509189号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

京都文教大学
【選択】子どものこころとからだの
理解

こころの理解では、臨床の実践から子どものこころをとりまく
現状を解説する。また、現場で活用できる描画法を用いた
演習から子どもの心を理解する方法を学ぶ。からだの理解
では、多様な動きをつくる運動遊びを体験し、遊びを通した
学びについて演習を通して学ぶ。また、講義では、生活リズ
ムに注目し幼児期・児童期の端末との関わり方を現場の実
践例から解説する。

岡本　浄実（こども教育学部 こども教育学科准
教授）
島田　香（こども教育学部 こども教育学科講師）

京都府宇治市 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17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509190号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】京都・宇治発　地域協働
の総合的な学習

地域と連携した地域協働型学習について、宇治市内の小学
校、中学校で実践されている「宇治学」を事例をもとに、小学
校、中学校の総合的な学習の時間や高等学校の総合的な
探究の時間で実践できる教材化の視点や学習方法、評価
方法などについて解説します。グループワークやフィールド
ワークを行い、体験的に学ぶことができます。

橋本　祥夫（こども教育学部こども教育学科准
教授）

京都府宇治市 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

6,000円 26人
令和2年5月17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509191号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】「音遊び」や「音楽づくり」
を通して育む子どもの力

「音楽」は楽曲の演奏だけではなく、「音遊び」や「音楽づく
り」の創作活動において、誰もが創造性を発揮できる教科で
す。午前は、臨床心理学的観点から音遊びの土台となる感
覚について体験的に学び、午後は、音遊びや即興表現ワー
クショップにおいて、「音楽づくり」への道しるべとなる創造プ
ロセスを共有体験します。これらを通して、子どもの成長と創
造性について探究していきます。専門的な知識・技能等は
必要ありませんので、どなたでも安心して受講いただけま
す。

堀内　詩子（こども教育学部 こども教育学科講
師）
牧野　淳子（非常勤講師）

京都府宇治市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 25人

令和2年5月17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509192号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】込められた物語から読み
解く思春期の心～どうして子ども
はマンガが好きなのか～

マンガというものがどのように生まれてくると考えられるのか
について講義を行う。具体的には人間が持つ心の機能や構
造について概説し、その中でもイメージの生成機能と物語の
意義について説明を行う。その上で、マンガ「NARUTO」につ
いて「内的異形性」という観点から、マンガ「鋼の錬金術師」
「ヒカルの碁」については「異能性」と「この世に降り立つこ
と」という観点から思春期の心性について講義を行う。その
他のにも随時マンガを紹介しながら講義を行う。

倉西　宏（臨床心理学部臨床心理学科講師） 滋賀県草津市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校・特別支援

学校、教諭・養護
教諭

6,000円 35人
令和2年5月17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509193号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】リスク教育の視点から食
育を捉える

子どもたちが健康に関する正しい知識と望ましい生活習慣
を身につける上で、学校における健康教育の重要性が高
まっている。本講座では、食育の方法論としてリスク教育の
考え方を取り入れ、食事・栄養のとり方と食品がもつ危害因
子（ハザード）の二つの視点から健康リスクマネジメント力を
身に付ける方法を考える。

田中　惠子（京都文教短期大学食物栄養学科
教授）
望月　美也子（京都文教短期大学食物栄養学
科准教授）

滋賀県草津市 6時間 令和2年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭、中
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 35人
令和2年5月17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509194号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学 【選択】ＮＩＥ・新聞活用講座

ＮＩＥ（教育に新聞を）について、学校教育におけるＮＩＥの意
義や授業での新聞活用を解説します。また、各教科での新
聞活用の仕方・授業の方法などについてのワークショップ・
演習を通して、日常の授業実践での新聞の活用方法を探り
ます。現場の授業にすぐ役立つ内容です。

橋本　祥夫（こども教育学部こども教育学科准
教授）

滋賀県草津市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 36人

令和2年5月17日～
令和2年5月23日

令02-
30410-
509195号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

佛教大学
【選択】人間力をみがく「日本の家
族の今昔－家族の多様性とその
変遷を中心に」

家族の崩壊が叫ばれる今日であるが、本当に日本の家族
は崩壊しつつあるのだろうか。現在の学校現場では、子ども
たちの生活の基盤たる家庭・家族の現状を正確に把握する
ことは、きわめて重要な課題であることは周知のことである。
それを考えるためには、きわめて多様なかたちを持つ日本
家族の実態とその歴史的変遷について考えなくてはならな
い。明治以前から今日に至る日本各地の家族の姿につい
て、多角的な視座から考えてみたい。

八木　透（歴史学部教授） 京都府綾部市 6時間 令和2年6月14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 70人
令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509773号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佛教大学
【選択】人間力をみがく「京の秋か
ら冬のまつりと年中行事－くらし
の中の神と仏」

本講習の目的は、地域の歴史的風土や伝統文化に対する
興味を喚起し、学校現場、家庭および地域住民の相互の連
携協力を促進するための一助とすることである。その具体事
例として、京都の秋から冬のまつりや年中行事を取り上げ
る。まつりに代表される、いわゆるハレの日には、必ず何ら
かの神や仏が私たちの身近にやってきて、人々は神仏とと
もに食し、語り、そして祈った。日本人にとって、神や仏はど
のような存在だったのだろうか。地域社会との係わりを念頭
におきながら考えてみたい。

八木　透（歴史学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年10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8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509774号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】人間力をみがく「ジェン
ダーの視座からみた日本人の生
涯」

男と女をめぐる問題、すなわち「ジェンダー」に関する問題
は、今日の学校現場においても常に考えておかねばならな
い重要課題のひとつである。子どもたちにとっても、また家
庭や社会においても、「ジェンダー」をめぐる議論は避けては
通れない課題である。かつての日本の庶民社会において
は、男女の性差はくらしのすべての場面で顕著に現れてい
た。産育儀礼から葬送儀礼に至る通過儀礼を事例として、
ジェンダーの視座から日本人の生涯について考えてみた
い。

八木　透（歴史学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月14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6月27日～

令和2年7月1日

令02-
30416-
509775号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「新学習指
導要領と社会科授業構成論」

本講習では日頃の授業改善における問題意識を共有した
後、まず学習指導要領上の社会科教育の歴史的変遷を確
認することによってその本質を考察する。そして、公民的資
質の構造との関連から「問題解決的な学習論」「協働学習
論」等の授業構成論について学び、新学習指導要領のキー
ワードである「主体的・対話的で深い学び」に基づく授業改
善の方向性について協議する。

小林　隆（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年10月11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 200人
令和2年8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509776号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】人間力をみがく「思春期の
精神医学的問題-理解と対応-」

思春期は精神科疾患や様々な問題行動の生じやすい時期
です。この講習では、思春期に起こりやすい様々な精神医
学的問題の中から、特に統合失調症、うつ病、ひきこもり、
睡眠障害などをとりあげ、その見立てや対応などについて
考えたいと思います。

漆葉　成彦（保健医療技術学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年11月14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8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509777号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】人間力をみがく「こころの
不調を抱える保護者と育てられる
子ども-理解と対応-」

国内の精神疾患患者数は390万人を超え、国民の約30人に
1人、潜在的な人数を加えるとさらに多くの人がこころの不調
を抱えていると言われている。
こころの不調を抱えている親と暮らす子どもも少なくない。こ
の講習では、精神疾患や障害について学んだうえで、こころ
に不調がある親と育てられる子どもについてどのように理解
し対応するかを考える。

田野中　恭子（保健医療技術学部講師）
佐藤　純（京都ノートルダム女子大学現代人間
学部准教授）

京都府京都市 6時間 令和2年10月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・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、 養護
教諭、栄養教諭

6,000円 108人
令和2年8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509778号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】人間力をみがく「こころの
不調を抱える保護者と育てられる
子ども-理解と対応-」

国内の精神疾患患者数は390万人を超え、国民の約30人に
1人、潜在的な人数を加えるとさらに多くの人がこころの不調
を抱えていると言われている。
こころの不調を抱えている親と暮らす子どもも少なくない。こ
の講習では、精神疾患や障害について学んだうえで、こころ
に不調がある親と育てられる子どもについてどのように理解
し対応するかを考える。

田野中　恭子（保健医療技術学部講師）
土田　幸子（鈴鹿医療科学大学　看護学部准教
授）

京都府京都市 6時間 令和2年11月14日

教諭
養護教

諭
栄養教

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、 養護
教諭、栄養教諭

6,000円 108人
令和2年8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509779号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

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） 京都府綾部市 6時間 令和2年6月20日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 40人

令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509780号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「視聴覚教
材としてのパネルシアター」

改訂『幼稚園教育要領』が実施された。新たに領域「環境」
で、伝統的な行事や歌、あそび、異なる文化に触れること、
「言葉」で、言葉の響き、リズム、新しい言葉、ことば遊びの
楽しさなどを通して言葉を豊かにすること、「表現」で、自然
の中の形、色、音などを幼児に気づかせることなどが「内容
の取り扱い」に追記された。『教育要領』を読み解きながら、
視聴覚教材としてのパネルシアターを保育に活かすための
方途を実演を通して考察する。更に実際に創作するところま
で発展させたい。

髙橋　司（教育学部教授） 京都府綾部市 6時間 令和2年6月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509781号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「保育に活
かす行事」

我が国は行事の多い国である。行事は子どもの発達を促す
が、時として子どもにとって負担になることがある。また、子
どもの日にはこいのぼりを、七夕には笹飾りを制作し持ち帰
る「持ち帰り保育」は、「目に見える成長」として保護者に喜
ばれる。しかし、保育としての本当のねらいは、そこに行きつ
くまでの過程や経過を大切に育んでいくことにある。今回の
『幼稚園教育要領』においては、「非認知能力」を育成するこ
とが大切であると言われている。それらを踏まえ子どもに
とっての望ましい園行事のあり方を考究する。

髙橋　司（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月2日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年6月27日～

令和2年7月1日

令02-
30416-
509782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） 京都府綾部市 6時間 令和2年6月20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4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509783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） 京都府綾部市 6時間 令和2年6月21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 160人
令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509784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12月13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10月31日～

令和2年11月4日

令02-
30416-
509785号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

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10月18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8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509786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8月23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6月27日～

令和2年7月1日

令02-
30416-
509787号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「思わず歌
いたくなる歌唱指導」

幼児と歌との出会い・選曲の重要性、幼児期にふさわしい
歌唱指導・歌唱活動の展開方法等、幼児の成長発達を促す
保育者の音楽的アプローチ法を探り、保育実践のための基
礎的な知識と表現・指導技術を高める。また、わらべうた、
童謡、リズム遊び等の音楽体験をとおして音楽の楽しさや
魅力を再確認することを目指す。

臼井　奈緒（教育学部講師） 京都府京都市 6時間 令和2年7月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509788号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「算数/数
学教育とその数学的背景」

小・中・高等学校の算数/数学科で扱われる内容の系統的
な理解を目指します。代数学/幾何学/解析学を縦横無尽に
使いこなすなかで、多くの適確な教授法を開発し、安定した
指導力の獲得と再構築を行うことを目的とします。また、算
数/数学教育で扱われる内容について、その数学的な背景
についても議論を深めていきます。講義を通して、発見、開
拓する愉しみを再認識して頂ければと思います。

月岡　卓也（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年1月24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 80人
令和2年11月28日～

令和2年12月2日

令02-
30416-
509789号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】人間力をみがく「家族関係
の理解と支援～親・家族との面
接事例を通して～」

生徒の心理的課題の背景にある家族関係を理解すること
や、生徒の保護者、家族との面談を通して、生徒への指導
や心理的支援を実践することをテーマとした講義を行う。家
族心理学の理論や、保護者、家族との面接事例、さらには
現場で起きている問題を取り上げ、ディスカッションを行いな
がら考察する。

荒井　真太郎（教育学部准教授） 京都府綾部市 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（全教
科）・高等学校教
諭（全教科）・養

護教諭

6,000円 160人
令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509790号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】人間力をみがく「幼稚園教
諭に求められる今日的資質・能
力」

『幼稚園教育要領』の改訂、家庭・社会の変化等子どもを取
り巻く環境は大きく変わってきています。子どもの育ちの変
化に対応できる幼稚園教諭に求められる資質・能力につい
て受講者とともに考えていきます。

佐藤　和順（教育学部教授） 京都府綾部市 6時間 令和2年6月13日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 160人
令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509791号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】人間力をみがく「学力・社
会性の基盤の育成：実行機能を
育む教育」

実行機能は、脳の前頭前野が統括する機能で、行動・感
情・思考の抑制、切り換え、ワーキングメモリ、注意配分な
ど、人間として最も高度な働きをする。そのため、実行機能
は、対人関係や学習成績に関係することが知られている。
一方、発達障害児はこの機能に障害をもつとされる。この能
力は就学前から思春期にかけての発達が著しく、この間の
教育が注目されている。本講習ではこのような理論と実践に
ついて解説する。

松村　京子（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年7月11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

6,000円 150人
令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509792号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】人間力をみがく「学びを通
して互いに輝くために―コメニウ
スに学ぶ―」

児童・生徒は、消費社会化のなかで学習を消費と混同して
心地よいサービスを要求し、教育者は自身の立ち位置に迷
うことが多いのではないだろうか。本講習では、17世紀の思
想家コメニウスをとりあげる。絵入り教科書『世界図絵』の創
案や古典的な教授法で知られる彼は、教育とは人間が互い
に照らし合い、新たな可能性に向き直ることであると考えて
いた。彼の思想に学ぶことで、教科指導や生徒指導を見直
す機会としていただきたい。

相馬　伸一（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年11月21日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭（全教

科）・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8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509793号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佛教大学
【選択】指導力をみがく「臨床心理
学的観点からの児童生徒理解」

本講習では、「現代」を生きる子どもの“生きにくさ”や“息苦
しさ”について考え、不登校やいじめ、ひきこもりといったさま
ざまな形でＳＯＳを発信する子どもの「こころ」について、臨
床心理学的視点からの理解を深める。さらに、子どもと関わ
るための具体的な手掛かりとして、ワークなどの実習を取り
入れ、現場のニーズに即したスキルを学んでいく。

中道　泰子（教育学部准教授） 京都府京都市 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（全教

科）・高等学校教
諭（全教科）・特
別支援学校教
諭・養護教諭

6,000円 200人
令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509794号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】人間力をみがく「教育現場
で活かせる話の聴き方」

教育場面では例えば生徒指導の際などに、教諭が個別に
児童・生徒の話を聴くことも少なくないであろう。しかし、その
際、「どのような関わりを行えば、話が広まる（狭まる）／深
まる（浅くなる）のか」という点については、感覚的にしかわ
かっていない部分もないだろうか。本講習では、教育現場で
活かせるような、臨床心理学分野で発展した傾聴技法の基
礎を学ぶ。

藤岡　勲（教育学部准教授） 京都府京都市 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
校教諭（全教

科）・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8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509795号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「算数・数
学の教材研究と授業」

本講座では、数学的に考える資質・能力の育成について考
えます。参加される先生方のこれまでの経験やノウハウを
共有しながら、算数・数学教育のあり方について検討しま
す。
算数・数学教育は児童生徒の認知・認識を重視して行われ
ます。そこで、理論だけでなく実際に教材作成等を通して教
材研究や授業作りの方法について考察する予定です。ま
た、プログラミング的思考の育成についても考察する予定で
す。

二澤　善紀（教育学部准教授） 京都府綾部市 6時間 令和2年6月21日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（数学
科）・高等学校教

諭（数学科）

6,000円 70人
令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509796号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「つくりだ
す喜びを味わう図画工作授業の
創造をめざして」

平成29年告示　小学校学習指導要領　図画工作に示されて
いる教科の目標や評価の在り方についての理解を深める。
また、「表現ア」造形遊びをする活動や「鑑賞ア」鑑賞する活
動（対話型鑑賞・アートゲーム型鑑賞）などの活動を実際に
行うことにより「つくりだす喜びを味わう図画工作授業」に向
けての指導力をみがく。

波多野　達二（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和2年10月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 90人
令和2年8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509797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
ミング教育のポイント」

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。
本講習は、「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が自
信を持って教壇に立てるような講義内容と実習で組み立て
ています。
また、論理的な思考を育む教育は、幼児期から行うことが大
切だと考えていますので、幼稚園の先生方にも役立つ内容
です。
情報教育に関して、グローバルな視点、国及び京都府の動
向から、指導要領の目指すものを理解して、情報教育に関
する先生方の不安感を一掃します。

古市　文章（教育学部教授） 京都府綾部市 6時間 令和2年6月13日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 70人

令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509798号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

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7月11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4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509799号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

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7月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 45人
令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509800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7月18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4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509801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8月1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6月27日～

令和2年7月1日

令02-
30416-
509802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8月8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6月27日～

令和2年7月1日

令02-
30416-
509803号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

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8月9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6月27日～

令和2年7月1日

令02-
30416-
509804号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

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
ミング教育のポイント」

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。
本講習は、「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が自
信を持って教壇に立てるような講義内容と実習で組み立て
ています。
また、論理的な思考を育む教育は、幼児期から行うことが大
切だと考えていますので、幼稚園の先生方にも役立つ内容
です。
情報教育に関して、グローバルな視点、国及び京都府の動
向から、指導要領の目指すものを理解して、情報教育に関
する先生方の不安感を一掃します。

古市　文章（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月13日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 80人

令和2年6月27日～
令和2年7月1日

令02-
30416-
509805号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

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） 京都府綾部市 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
教諭（全教科）

6,000円 160人
令和2年6月27日～

令和2年7月1日

令02-
30416-
509806号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

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） 京都府綾部市 6時間 令和2年9月13日 教諭 小学校教諭 6,000円 70人
令和2年6月27日～

令和2年7月1日

令02-
30416-
509807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） 京都府綾部市 6時間 令和2年9月13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 160人
令和2年6月27日～

令和2年7月1日

令02-
30416-
509808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） 京都府綾部市 6時間 令和2年9月22日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 40人

令和2年6月27日～
令和2年7月1日

令02-
30416-
509809号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

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
ミング教育のポイント」

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。
本講習は、「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が自
信を持って教壇に立てるような講義内容と実習で組み立て
ています。
また、論理的な思考を育む教育は、幼児期から行うことが大
切だと考えていますので、幼稚園の先生方にも役立つ内容
です。
情報教育に関して、グローバルな視点、国及び京都府の動
向から、指導要領の目指すものを理解して、情報教育に関
する先生方の不安感を一掃します。

古市　文章（教育学部教授） 京都府綾部市 6時間 令和2年9月26日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 70人

令和2年6月27日～
令和2年7月1日

令02-
30416-
509810号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.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10月4日 教諭 小学校教諭 6,000円 45人
令和2年8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509811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10月10日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 50人

令和2年8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509812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10月10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8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509813号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.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8月8日 教諭 小学校教諭 6,000円 45人
令和2年6月27日～

令和2年7月1日

令02-
30416-
509814号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

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10月24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8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509815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11月21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8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509816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12月6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10月31日～

令和2年11月4日

令02-
30416-
509817号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.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・寒さ対策等
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12月13日 教諭 小学校教諭 6,000円 45人
令和2年10月31日～

令和2年11月4日

令02-
30416-
509818号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

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12月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和2年10月31日～

令和2年11月4日

令02-
30416-
509819号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

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3年2月11日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 50人

令和2年11月28日～
令和2年12月2日

令02-
30416-
509820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3年2月13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11月28日～

令和2年12月2日

令02-
30416-
509821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
ミング教育のポイント」

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。
本講習は、「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が自
信を持って教壇に立てるような講義内容と実習で組み立て
ています。
また、論理的な思考を育む教育は、幼児期から行うことが大
切だと考えていますので、幼稚園の先生方にも役立つ内容
です。
情報教育に関して、グローバルな視点、国及び京都府の動
向から、指導要領の目指すものを理解して、情報教育に関
する先生方の不安感を一掃します。

古市　文章（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年2月21日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 80人

令和2年11月28日～
令和2年12月2日

令02-
30416-
509822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3年2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11月28日～

令和2年12月2日

令02-
30416-
509823号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.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・寒さ対策等
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3年2月28日 教諭 小学校教諭 6,000円 45人
令和2年11月28日～

令和2年12月2日

令02-
30416-
509824号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

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7月11日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 50人

令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509825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3年1月24日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 50人

令和2年11月28日～
令和2年12月2日

令02-
30416-
509826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3年2月28日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 50人

令和2年11月28日～
令和2年12月2日

令02-
30416-
509827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） 京都府綾部市 6時間 令和2年6月6日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年4月25日～
令和2年4月29日

令02-
30416-
509828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） 京都府綾部市 6時間 令和2年9月12日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年6月27日～

令和2年7月1日

令02-
30416-
509829号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

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11月22日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509830号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「視聴覚教
材としてのパネルシアター」

改訂『幼稚園教育要領』が実施された。新たに領域「環境」
で、伝統的な行事や歌、あそび、異なる文化に触れること、
「言葉」で、言葉の響き、リズム、新しい言葉、ことば遊びの
楽しさなどを通して言葉を豊かにすること、「表現」で、自然
の中の形、色、音などを幼児に気づかせることなどが「内容
の取り扱い」に追記された。『教育要領』を読み解きながら、
視聴覚教材としてのパネルシアターを保育に活かすための
方途を実演を通して考察する。更に実際に創作するところま
で発展させたい。

髙橋　司（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年10月3日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509831号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「視聴覚教
材としてのパネルシアター」

改訂『幼稚園教育要領』が実施された。新たに領域「環境」
で、伝統的な行事や歌、あそび、異なる文化に触れること、
「言葉」で、言葉の響き、リズム、新しい言葉、ことば遊びの
楽しさなどを通して言葉を豊かにすること、「表現」で、自然
の中の形、色、音などを幼児に気づかせることなどが「内容
の取り扱い」に追記された。『教育要領』を読み解きながら、
視聴覚教材としてのパネルシアターを保育に活かすための
方途を実演を通して考察する。更に実際に創作するところま
で発展させたい。

髙橋　司（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年12月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年10月31日～

令和2年11月4日

令02-
30416-
509832号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「保育に活
かす行事」

我が国は行事の多い国である。行事は子どもの発達を促す
が、時として子どもにとって負担になることがある。また、子
どもの日にはこいのぼりを、七夕には笹飾りを制作し持ち帰
る「持ち帰り保育」は、「目に見える成長」として保護者に喜
ばれる。しかし、保育としての本当のねらいは、そこに行きつ
くまでの過程や経過を大切に育んでいくことにある。今回の
『幼稚園教育要領』においては、「非認知能力」を育成するこ
とが大切であると言われている。それらを踏まえ子どもに
とっての望ましい園行事のあり方を考究する。

髙橋　司（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年10月4日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年8月22日～
令和2年8月26日

令02-
30416-
509833号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「就学前か
らどのようにして非認知的能力を
育むのか？」

2017年3月に幼稚園教育要領等が告示され、子どもたちの
育てたい資質能力を明らかにすることで、就学前教育から
高等学校まで一貫した教育を行うことが目指されていると言
えるでしょう。
とりわけ、就学前教育は2019年10月より幼児教育・保育の
無償化が始まり、ますます幼児教育の必要性が増している
と言えます。
この背景にあるのは、主として幼児教育で育まれる「非認知
能力」がその後の子どもたちの将来を大きく左右することが
明らかになったことがあげられます。
本講座は、現代の幼児教育で重要性が増している非認知
能力について、学術的側面を明らかにしながら、明日の保
育に応用可能な子どもとの関わり方について考えます。

原　清治（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月14日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 250人
令和2年6月27日～

令和2年7月1日

令02-
30416-
509834号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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対象職

種
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佛教大学
【選択】指導力をみがく「就学前か
らどのようにして非認知的能力を
育むのか？」

2017年3月に幼稚園教育要領等が告示され、子どもたちの
育てたい資質能力を明らかにすることで、就学前教育から
高等学校まで一貫した教育を行うことが目指されていると言
えるでしょう。
とりわけ、就学前教育は2019年10月より幼児教育・保育の
無償化が始まり、ますます幼児教育の必要性が増している
と言えます。
この背景にあるのは、主として幼児教育で育まれる「非認知
能力」がその後の子どもたちの将来を大きく左右することが
明らかになったことがあげられます。
本講座は、現代の幼児教育で重要性が増している非認知
能力について、学術的側面を明らかにしながら、明日の保
育に応用可能な子どもとの関わり方について考えます。

原　清治（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年2月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 250人
令和2年11月28日～

令和2年12月2日

令02-
30416-
509835号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

佛教大学
【選択】指導力をみがく「就学前か
らどのようにして非認知的能力を
育むのか？」

2017年3月に幼稚園教育要領等が告示され、子どもたちの
育てたい資質能力を明らかにすることで、就学前教育から
高等学校まで一貫した教育を行うことが目指されていると言
えるでしょう。
とりわけ、就学前教育は2019年10月より幼児教育・保育の
無償化が始まり、ますます幼児教育の必要性が増している
と言えます。
この背景にあるのは、主として幼児教育で育まれる「非認知
能力」がその後の子どもたちの将来を大きく左右することが
明らかになったことがあげられます。
本講座は、現代の幼児教育で重要性が増している非認知
能力について、学術的側面を明らかにしながら、明日の保
育に応用可能な子どもとの関わり方について考えます。

原　清治（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年12月6日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 250人
令和2年10月31日～

令和2年11月4日

令02-
30416-
509836号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

立命館大学

【選択】持続可能なWell-being（幸
福）を育むために―ポジティブ心
理学（レジリエンス）とピア・サ
ポート―

人生100年時代を迎え、一人一人が社会に参画し、役にたっ
ているというやりがいの実感と、生産性の向上による社会の
活力等を実現していく人材育成が求められています。ポジ
ティブ心理学は科学的な研究に裏付けられたもので、その
目的は「人生を最も価値のあるものにすること」です。予測
不可能な未来の社会において、困難があっても乗り越え成
長するレジリエントな資質・能力をどのように育めばよいの
かを本講座では体験的に学びます。そして、先生方自身や
子どもたちの持続可能なWell-beingを共に考えたいと思いま
す。

菱田　準子（教職研究科教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
30419-
508101号

075-813-8269
(内線： 510-3008)

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学
【選択】小・中・高等学校における
体育の授業づくりの基礎理論

よい小・中・高等学校の体育授業は、体育授業を成立させる
基礎的条件と内容的条件が整ったところに成立する。その
ような小・中・高等学校の体育授業づくりをするための内容
的条件を整えるために、スポーツ科学の知識を獲得してい
ることは重要である。本講習では、スポーツ科学に関わる多
様な知見を学び、小・中・高等学校における体育の授業づく
りに活かす。
※小学校教諭は、中・高等学校保健体育科教諭免許状を保
有している必要はありません。

大友　智（スポーツ健康科学部教授）
岡本　直輝（スポーツ健康科学部教授）
上田　憲嗣（スポーツ健康科学部准教授）

滋賀県草津市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（保健体育科）

6,000円 60人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
30419-
508102号

075-813-8269
(内線： 510-3008)

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学 【選択】平和教育の多様な展開

平和教育の意義とねらいについて、現代の平和学における
「平和」の概念を明確にする中で、その焦点を定めていく。
さらに立命館大学国際平和ミュージアムの展示のあり方や
展示物を通して、平和教育の方法についての考察を行い、
平和教育の具体的な事例研究から、その新しい試案づくり
によって、平和教育の充実をはかる力量をつける。

市井　吉興（産業社会学部教授）
勝村　誠（政策科学部教授）
安斎　育郎（名誉教授）
薬師寺　公夫（法務研究科特別任用教授）

京都府京都市 6時間 令和2年7月27日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 60人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
30419-
508103号

075-813-8269
(内線： 510-3008)

http://www.ritsumei.ac.
jp/
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立命館大学
【選択】魅力ある社会科授業の創
造

ともすれば暗記学習に留まりがちな社会科授業をどうすれ
ば魅力あるものへと変革していくことができるのか。本講習
では、授業改善の視点となる社会科教育についての理論
的、実践的な知見を踏まえながら、日々の授業改善の方向
性や、その基盤となる社会科教育に対する本質的な理解を
めざす。

角田　将士（産業社会学部准教授） 京都府京都市 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

科）、高等学校教
諭（地理歴史科・

公民科）

6,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
30419-
508104号

075-813-8269
(内線： 510-3008)

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

【選択】「地理総合」から学ぶ新し
い社会科授業づくり－見方・考え
方、防災教育、地理情報システ
ム－

2022年度から高等学校地歴科において「地理総合」が必履
修科目となる。そのため、世界史、日本史、公民などの地理
を専門としない教員や小・中学校の教員にも学んでいただ
けるものとする。「地理総合」の特徴は、①持続可能な社会
づくりを目指し、現代の地理的な課題を考察、②グローバル
な視座から国際理解・協力の在り方や、地域的な視座から
防災などの諸課題への考察、③地図やGISを用いることで
汎用的で実践的な地理的技能の習得、にある。本講議で
は、「地理総合」中心として、主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業づくりを目指す。また、GISの基本的な考
え方や技術を習得し、どのような教材開発が可能かを議論
する。

矢野　桂司（文学部教授）
加藤　敦司（教職研究科准教授）

京都府京都市 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

科）、高等学校教
諭（地歴科）（公

民科）

6,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
30419-
508105号

075-813-8269
(内線： 510-3008)

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学
【選択】興味関心を引き出す数学
授業

数学は学力差が大きく、好き嫌いが激しい科目です。数学
が苦手な生徒の中には、計算が苦手なことだけで、自分は
数学が出来ないと自覚してしまっている生徒も少なくありま
せん。本来、生徒は様々なことを知りたいと思い、あれこれ
と考えることが好きなはずなのですが、数学が苦手と思って
いる生徒は、数学学習の中では考えることを避けてしまいま
す。どのような授業なら生徒を考えさせることへ導けるの
か、一緒に考えてみたいと思います。

田中　博（教職研究科准教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校教諭（数

学科）、高等学校
教諭（数学科）

6,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
30419-
508106号

075-813-8269
(内線： 510-3008)

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

【選択】学習指導要領に対応でき
る英語教育　その１－コミュニ
ケーション能力育成に不可欠な
要素および小学校の学びを生か
す中高英語教育とは－

基本的に3日間の連続受講を前提として、新学習指導要領
にもとづいた英語教育を推進していく際に必要な知識、技能
を学びます。第1日目の講座では、まず英語教授法に関する
必要不可欠な理論とそれを実現する具体的な方法を確認し
ます。次に、新学習指導要領で実施される小学校での英語
教育の中身を理解し、それをもとに小中連携した英語授業
とは何かを学びます。さらに最終的に高等学校の指導にも
つながっていく今回の英語教育の改革内容を理解します。

湯川　笑子（文学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校教諭（英

語科）、高等学校
教諭（英語科）

6,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
30419-
508107号

075-813-8269
(内線： 510-3008)

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

【選択】学習指導要領に対応でき
る英語教育　その２－英語の産
出技能（発表、やりとり、書くこと）
の指導法および「内容・言語統合
授業（CLIL)」という手法について
－

基本的に3日間の連続受講を前提として、新学習指導要領
にもとづいた英語教育を推進していく際に必要な知識、技能
を学びます。第2日目の講座では、まず、日本の英語教育で
不十分であるとされる英語でのインプットの与え方と産出技
能（発表、やりとり、書くこと）の指導法について学びます。さ
らに、「英語で」教科内容を教えることを取り入れた教育手法
（内容ベース、ＣＬＩＬ、ＥＭＩ）についても、今後の英語教育に
おける課題ととらえ、その基礎知識を取得します。

湯川　笑子（文学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校教諭（英

語科）、高等学校
教諭（英語科）

6,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
30419-
508108号

075-813-8269
(内線： 510-3008)

http://www.ritsumei.ac.
jp/
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立命館大学

【選択】学習指導要領に対応でき
る英語教育　その3－「アクティブ
で深い学び」のとらえ方と指導
法、国際理解教育と英語教育の
接点、自分の授業改革のチェック
リスト－

基本的に3日間の連続受講を前提として、新学習指導要領
にもとづいた英語教育を推進していく際に必要な知識、技能
を学びます。第3日目の講座では、まず、今時の指導要領の
ひとつの注目点である、アクティブで深い学びとは何かを考
えます。さらに、国際理解教育と英語教育の接点について、
理論面と事例を基に再考します。最後に今回の研修を復
習・省察しながら、自分の今後の授業の改善に生かせるか
どうか、チェックリストにして自己点検を行い、9月から着手
すべき改善点を洗いだします。

湯川　笑子（文学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校教諭（英

語科）、高等学校
教諭（英語科）

6,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
30419-
508109号

075-813-8269
(内線： 510-3008)

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学
【選択】国語科におけるアクティブ
ラーニング型授業づくり（理論編）

現行学習指導要領と次期学習指導要領の関連を示し、現
在求められている主体的・対話的で深い学びの背景を知
る。さらに、主体的・対話的で深い学びを実現するためには
どのような単元や授業デザインが必要なのかを、多くの実践
例をもとにして明らかにし、今後の国語科の授業づくりのポ
イントを示す。

井上　雅彦（教職研究科教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校教諭（国

語科）、高等学校
教諭（国語科）

6,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
30419-
508110号

075-813-8269
(内線： 510-3008)

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学
【選択】国語科におけるアクティブ
ラーニング型授業づくり（実践編）

新学習指導要領の求める主体的、対話的で深い学びを実
現する授業の一例として、ディベートによってテキストを読み
深める方法について学ぶ。ワークショップにより実際にディ
ベートでテキストを読み深める。そこで課題となるであろう論
題の立て方や教材選択の方法、学習指導過程のあり方な
ど多面的に検討する。また、主体的、対話的で深い学びを
実現するカリキュラム作成についても解説する。

井上　雅彦（教職研究科教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校教諭（国

語科）、高等学校
教諭（国語科）

6,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年5月8日

令02-
30419-
508111号

075-813-8269
(内線： 510-3008)

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

【選択】「考える力（批判的思考
力）」と「議論する力」を育てるアク
ティブラーニング型ライティング指
導の方法Ⅰ

今日、「21世紀型能力」の中核は「思考力」であるといわれ、
「考える力（批判的思考力）」を育てることが学校教育の重要
な課題となっている。また、そのため、子どもたちの「言語
力」を育成していくことが、すべての教科に求められてもい
る。そこで本講習では、言語力ーとりわけ「書く力」・「論証す
る力」・「反論・反駁する力」・「議論する力」（総じて「探究」学
習の基盤をなす力）を育成するアクティブラーニング型授業
を想定した「書く」指導の方法について、演習形式で明らか
にしていく。なお、ⅠとⅡは連続した講座で、Ⅰでは書く力の
基礎的スキルとしての質問力・観察力・表現力の育成方法
をテーマとする。

薄井　道正（教育開発推進機構教授） 京都府京都市 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16日～
令和2年5月8日

令02-
30419-
508112号

075-813-8269
(内線： 510-3008)

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

【選択】「考える力（批判的思考
力）」と「議論する力」を育てるアク
ティブラーニング型ライティング指
導の方法Ⅱ

今日、「21世紀型能力」の中核は「思考力」であるといわれ、
「考える力（批判的思考力）」を育てることが学校教育の重要
な課題となっている。また、そのため、子どもたちの「言語
力」を育成していくことが、すべての教科に求められてもい
る。そこで本講習では、言語力―とりわけ「書く力」・「論証す
る力」・「反論・反駁する力」・「議論する力」（総じて「探究」学
習の基盤をなす力）を育成するアクティブラーニング型授業
を想定した「書く」指導の方法について、演習形式で明らか
にしていく。なお、ⅠとⅡは連続した講座で、Ⅱでは議論す
る力や批判的思考力を育成するための方法をテーマとす
る。

薄井　道正（教育開発推進機構教授） 京都府京都市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
30419-
508113号

075-813-8269
(内線： 510-3008)

http://www.ritsumei.ac.
jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

追手門学院大学

【選択】新学習指導要領に応じた
キャリア教育の実践　ーキャリア・
カウンセリングと「キャリア・パス
ポート」の活用ー

キャリア教育は、子どもや若者の社会的・職業的自立に向
けて、キャリア発達を促す教育です。新学習指導要領では、
特別活動の目標に「一人一人のキャリア形成と自己実現」
が掲げられ、児童生徒が「活動を記録し蓄積する教材等を
活用すること」、すなわち、キャリア教育に関わる活動につい
て、学びのプロセスを記述し振り返る「キャリア・パスポート」
の活用が求められています。この講座では、新学習指導要
領に応じたキャリア教育の基本を理解するとともに、キャリ
ア・カウンセリングを基礎にした「キャリア・パスポート」の効
果的な活用につて体験的に学べます。

三川　俊樹（心理学部教授） 大阪府茨木市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小・中・高等学校

の教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
30422-
507740号

072-641-9614
http://www.otemon.ac.j
p/

追手門学院大学
【選択】子どもの貧困問題にどう
取り組むか

「子供の貧困問題」について、さまざまなデータから現状と貧
困の及ぼす影響を検証するとともに、それを生み出す背景
に迫り、解決策を探ります。また、実際に目の前の子供たち
のために教育現場でできることについて、実践事例を紹介し
ながらともに考えていきます。

前　比呂子（国際教養学部教授） 大阪府茨木市 6時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
30422-
507741号

072-641-9614
http://www.otemon.ac.j
p/

追手門学院大学
【選択】子どもたちの健康と学習
環境を考える　ー日本の食料事
情からー

子どもたちの健康と学習環境には食が大いに関わってきま
す。2018年度の日本の食料自給率は37％。主要国では突
出して低い数値で、自由貿易の伸展に伴い、ますます低下
することが確実です。本講座では、日本の食料事情を基点
に、子どもたちの健康と学習環境を考えていきます。

中村　都（基盤教育機構教授） 大阪府茨木市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中・高等学校教

諭（特に社会科担
当向け）

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
30422-
507742号

072-641-9614
http://www.otemon.ac.j
p/

大阪青山大学
【選択】子どもをめぐる現代的課
題

今日の子どもをめぐる様々な問題、虐待、特別ニーズ、健康
上の問題、情報安全の問題などについて考えるとともに、学
習や教育相談のあり様ならびに学習指導法を実践的に学
ぶ。講義によっては、受講者自身の活動を通して体験的に
学べるように工夫する。

戸松　玲子（健康科学部教授）
梅林　厚子（健康科学部教授）
髙木　典子（健康科学部教授）
萩原　憲二（健康科学部教授）
服部　太（広島大学　附属小学校教諭）
永井　正幸（健康科学部教授）
村田　トオル（健康科学部准教授）
佐藤　琢志（健康科学部教授）
植田　一夫（健康科学部特任准教授）
林　富久子（健康科学部講師）

大阪府箕面市 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

教諭
18,000円 65人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
30423-
508281号

072-722-4641
(内線： 4553)

http://www.osaka-
aoyama.ac.jp/

大阪青山大学
【選択】子どもをめぐる現代的課
題

今日の子どもをめぐる様々な問題、虐待、特別ニーズ、健康
上の問題、情報安全の問題などについて考えるとともに、学
習や教育相談のあり様ならびに学習指導法を実践的に学
ぶ。講義によっては、受講者自身の活動を通して体験的に
学べるように工夫する。

戸松　玲子（健康科学部教授）
梅林　厚子（健康科学部教授）
髙木　典子（健康科学部教授）
萩原　憲二（健康科学部教授）
服部　太（広島大学　附属小学校教諭）
永井　正幸（健康科学部教授）
村田　トオル（健康科学部准教授）
佐藤　琢志（健康科学部教授）
植田　一夫（健康科学部特任准教授）
林　富久子（健康科学部講師）

大阪府箕面市 18時間
令和2年8月19日～
令和2年8月21日

教諭
幼稚園、小学校

教諭
18,000円 65人

令和2年5月25日～
令和2年6月8日

令02-
30423-
508282号

072-722-4641
(内線： 4553)

http://www.osaka-
aoyama.ac.jp/
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令和２年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪電気通信大
学

【選択】情報社会ですぐに使える
問題解決法

情報社会ですぐに使える問題解決法について、基盤能力、
５つのステージ、視座・視点・価値観などの重要性を学ぶ。
具体的には、ワークシート（当日配布）を使いながら、視点・
視座法、メリット/デメリット計算法、７Ｗ１Ｈ１Ｄプラン法など
の演習を行う。

横山　宏（総合情報学部准教授）
大阪府寝屋川
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
高等学校情報教

諭
6,000円 20人

令和2年6月1日～
令和2年7月16日

令02-
30443-
509684号

072-813-7588
(内線： 3225)

https://www.osakac.ac.
jp/

大阪電気通信大
学

【選択】機械の基礎力学

工学の基礎となる力学について，その基礎的な内容を講義
する．
１． 力学分野におけるSI単位系について解説する．
２． 力学の基礎として，力の合成と分解，運動の法則につ
いて解説する．
３． 力学の機械工学分野での応用例，特に機械要素にお
ける応用について解説する．

阿南　景子（工学部機械工学科教授）
大阪府寝屋川
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
高等学校工業教

諭
6,000円 20人

令和2年6月1日～
令和2年7月16日

令02-
30443-
509685号

072-813-7588
(内線： 3225)

https://www.osakac.ac.
jp/

大阪電気通信大
学

【選択】IoTで学ぶ計測・制御と双
方向コンテンツプログラミング

センサとネットワークを融合した技術としてIoT（もののイン
ターネット、Internet of Things）が注目されている。講習では
安価なマイコンボードとフリーソフトウェアを組み合わせるこ
とで、マイコンボードにセンサを接続し、計測した温度などの
値をネットワークを介してサーバーに蓄積するまでを実習を
通して体験する。プログラミング等の未経験者も楽しめるよ
うに基礎から講習を進めたい。

兼宗　進（工学部教授）
大村　基将（共通教育機構特任講師）

大阪府寝屋川
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校技術教
諭・高等学校情

報教諭
6,000円 20人

令和2年6月1日～
令和2年7月16日

令02-
30443-
509686号

072-813-7588
(内線： 3225)

https://www.osakac.ac.
jp/

関西大学
【選択】知っておきたい！防災・減
災　－台風・高潮，地震・津波，
地球温暖化－

2011年3月の東日本大震災以降，地震やそれに伴う津波に
よる災害が国民の関心を集めており，防災教育の必要性が
高まっている。本講習では，地震・津波，台風・高潮など災
害を引き起こす自然現象の基礎知識を講義（1，3時限）・実
習（2時限）で学ぶ。津波・高潮災害の啓発拠点である津波・
高潮ステーションの見学を行い，津波・高潮防災に関する基
本的な理解を深める（4時限）。さらに，今後の社会を考える
上で，地球温暖化について学ぶことは非常に重要と考えら
れるため，最新の気候変動の影響評価研究について概説
する（5時限）。

安田　誠宏（環境都市工学部准教授） 大阪府大阪市 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

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年4月20日

令02-
30449-
509599号

06-6368-0889
http://www.kansai-
u.ac.jp/index.html

関西大学
【選択】学校図書館を利用した自
ら学ぶ力の育成

読解力ならびに情報探索力の向上は「自ら学ぶ力」を育て
る基本である。本講座では、アクティブ・ラーニング時代の学
校図書館の意義と現状を概説し、新学習指導要領のもとで
の調べ学習と図書館の活用について実例を交えて紹介す
る。また図書館やインターネットを活用した情報探索指導に
ついては、パソコンを用いたデータベース検索演習も行う。
本講座はこれらを通して学校図書館のあり方や課題につい
て考える機会を提供するものである。普段、学校図書館との
接点の少ない先生方の受講を大いに歓迎する。

村上　泰子（文学部教授）
渡邊　智山（文学部教授）
塩谷　京子（放送大学　客員准教授）

大阪府吹田市 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

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年4月20日

令02-
30449-
509600号

06-6368-0889
http://www.kansai-
u.ac.jp/index.html

関西大学
【選択】子どもの成長に関わる運
動・スポーツの役割 －豊かな生
活を築くためのスポーツライフ－

本講義では、スポーツと身体運動について考えて、生きるた
めの身体運動の必要性とスポーツ精神の理解およびスポー
ツがもたらす効用についてみなさんと議論したいと思いま
す。また、スポーツ動作の隠し味としての「からだのしくみと
身体運動」さらには指導方法としてピリオダイゼーションの
考え方を紹介したいと考えています。
１　こどもは大人のミニチュアではない　‐からだのしくみと発
育発達‐
２　スポーツが教えてくれるもの　‐スポーツとは暴力反対の
ムーブメント‐
３　長期一貫指導とピリオダイゼーション　‐「そうしろ」ではな
く「そうなる」言葉かけ‐

河端　隆志（人間健康学部教授） 大阪府吹田市 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16日～
令和2年4月20日

令02-
30449-
509601号

06-6368-0889
http://www.kansai-
u.ac.jp/index.html
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関西大学
【選択】確率論におけるいくつか
の話題について：「数列」・「確
率」・「数学史」

高等学校で学ぶ数学の分野について，いくつかトピックを取
り上げて説明をしたいと思います．まずは，確率論成立の歴
史を振り返り，その上で「ホイヘンスの破産問題」と「ベイズ
の公式」を取り上げて，現在確率論の話題に触れることにし
ます． 次に，「数列」の内容から始めて，それが不規則な現
象を解析するための「確率・統計」のツールとして役に立つこ
とを，具体例を通して説明します．

上村　稔大（システム理工学部教授）
竹田　雅好（システム理工学部教授）

大阪府吹田市 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 40人
令和2年4月16日～
令和2年4月20日

令02-
30449-
509602号

06-6368-0889
http://www.kansai-
u.ac.jp/index.html

関西大学
【選択】体験学習法（アドベン
チャープログラム）の実践研修

米国で開発された学校向けの体験学習法として知られるプ
ロジェクトアドベンチャーに基づく講習会。
1日目：理論説明　→アイスブレーキング　→コミュニケーショ
ンワーク　→チームビルディング
2日目：チーム毎にロープスコースと呼ばれる施設を使って
冒険的課題に挑戦　→振り返り
3日目：　同上　　→フィードバック

安田　忠典（人間健康学部教授）
灘　英世（人間健康学部准教授）
小西　浩嗣（人間健康学部非常勤講師）
波多野　貴史（人間健康学部非常勤講師）

大阪府吹田市 18時間
令和2年8月4日～
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

18,000円 75人
令和2年4月16日～
令和2年4月20日

令02-
30449-
509603号

06-6368-0889
http://www.kansai-
u.ac.jp/index.html

関西大学
【選択】「歴史学の最前線―研
究・調査の現場」

日本史および世界史分野の担当者4名が各自の専門とする
研究領域における重要テーマ、歴史学において焦点となっ
ている問題について具体例を交えながら分かりやすくお話し
します。
各講義の内容は次のように予定しています。

①住吉大社境内の石燈籠（黒田 一充）
②東アジア史のなかの「国風文化」（西本 昌弘）
③日本のマスジドから見える世界（新谷 英治）
④世界史における過去と現在の対話（歴史的事象の後世へ
の伝達）（中村 仁志）

中村　仁志（文学部教授）
西本　昌弘（文学部教授）
新谷　英治（文学部教授）
黒田　一充（文学部教授）

大阪府吹田市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史）担当教諭

6,000円 70人
令和2年4月16日～
令和2年4月20日

令02-
30449-
509604号

06-6368-0889
http://www.kansai-
u.ac.jp/index.html

関西大学 【選択】変革期における英語教育

2020年から、小中高と順次新学習指導要領が施行されま
す。小学校では3年から英語教育が始まり、5，6年では教科
化されます。中学校では週4時間は据え置きのまま、語数は
1,200から1,600～1,800へ、高等学校は科目が整理され、
1,800語が1,800～2,500語となり、小中高で扱われる語は現
在の中高合わせて3,000語から最大5,000語に増えます。そ
のような大きな変化の中で英語教育はどうあるべきかにつ
いてディスカッションし、方向性を探っていきたいと思いま
す。

田尻　悟郎（外国語学部教授） 大阪府吹田市 6時間 令和2年8月4日 教諭
小学校・中学校・
高等学校（英語）

担当教諭
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月20日

令02-
30449-
509605号

06-6368-0889
http://www.kansai-
u.ac.jp/index.html

関西大学

【選択】これからの「国語教育」に
ついて考えてみましょう～　古典
（古文・漢文）は必要？・「国語表
現」における実践・育成するべき
資質と能力とは？

新学習指導要領によって「国語科」に転機が訪れようとして
いる。本講座では、現場において培われてきた授業内容と
実践方法とが、新しい「国語科」にどのように接続していくの
か、そして、どのような変更を求められていくのか、以下の３
点について考えていく。
①「言葉による見方・考え方を働かせる」教育（「話すこと・聞
くこと・書くこと・読むこと」）の実践方法を考える
②「国語表現」における教育目標と実践方法を考える
③「古典（古文・漢文）は必要であるか？」について考える

大島　薫（文学部教授） 大阪府吹田市 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

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年4月20日

令02-
30449-
509606号

06-6368-0889
http://www.kansai-
u.ac.jp/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

関西大学
【選択】現場で学ぶ社会科・地理
歴史科のフィールドワーク

生徒に野外で何をきづかせるか，一部には現地で地域調査
的要素も取り入れながら，地理的なみかたの養成をはかり
ます。
　吹田市については，真夏の開催のため，フィールドワーク
は関西大学の周辺を2時間半程度歩きながら，その前後に
フィールドワーク実施のためにいかに資料を集め，それをま
とめるかの作業などの講義・実習を教室で行います。
　京都市については，「京都の水辺空間を探る」と題して，鴨
川～高瀬川～琵琶湖疏水のルートで実施します。一部公共
交通機関（交通費自己負担）を利用します。

野間　晴雄（文学部教授）
上野　裕（龍谷大学　文学部教授）

大阪府吹田市 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4月16日～
令和2年4月20日

令02-
30449-
509607号

06-6368-0889
http://www.kansai-
u.ac.jp/index.html

関西大学
【選択】現場で学ぶ社会科・地理
歴史科のフィールドワーク

生徒に野外で何をきづかせるか，一部には現地で地域調査
的要素も取り入れながら，地理的なみかたの養成をはかり
ます。
　吹田市については，真夏の開催のため，フィールドワーク
は関西大学の周辺を2時間半程度歩きながら，その前後に
フィールドワーク実施のためにいかに資料を集め，それをま
とめるかの作業などの講義・実習を教室で行います。
　京都市については，「京都の水辺空間を探る」と題して，鴨
川～高瀬川～琵琶湖疏水のルートで実施します。一部公共
交通機関（交通費自己負担）を利用します。

野間　晴雄（文学部教授）
上野　裕（龍谷大学　文学部教授）

京都府京都市 6時間 令和2年10月11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16日～
令和2年4月20日

令02-
30449-
509608号

06-6368-0889
http://www.kansai-
u.ac.jp/index.html

近畿大学
【選択】子どもたちを取り巻く今日
的な人権問題

子どもたちを取り巻く現代的な人権問題を様々な観点から
取り上げます。とりわけ貧困と社会的排除、ネットを通じた
様々なトラブル、ヘイトスピーチをはじめとする現代的な差別
問題について考えます。また、それらの問題に関する教員
の役割と、利用可能な社会的資源を検討します。

李　嘉永（人権問題研究所准教授）
大阪府東大阪
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 120人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507369号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学 【選択】英語教育をめぐる視点

本講習は、英語教育に関わる諸問題の解説や視点を提供
することを目標にしています。具体的には、Reading
Strategies (リーディング・ストラテジー)に関する視点 、翻訳
教育法に関する視点、新学習指導要領施行に伴う小中高
連携に関する視点、またグローバル化の中での先住民族言
語復興と英語教育に関する視点などを取り上げます。本講
座を受講することで教室で還元可能な英語をめぐる話題に
関する知識を学ぶことができます。なお本講座の一部は、英
語で行われます。

Andrew　Atkins（国際学部准教授）
本田　里沙（国際学部講師）
大村　吉弘（国際学部教授）
岡崎　享恭（国際学部准教授）

大阪府東大阪
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
（英語）

6,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507370号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学
【選択】AIの応用・技術と金融工
学

前半は、AI(人工知能）の応用と技術を体験的に学ぶ。
内容は、①AIを使った新しいビジネスの検討、②深層学習プ
ログラムをPython言語を使って作成である。
後半は、金融工学の視点からAIを活用したビジネスを考察
する。内容は、AIの歴史と数学の観点からAIの普及につい
て説明した後、ロボアドヴァイザー（人工知能を利用して資
産管理や資産運用のアドバイスを行うシステムまたはサー
ビス）の機能について解説する。

津田　博（経営学部教授）
渡辺　泰明（経営学部教授）

大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
高等学校教諭

（商業科）
6,000円 40人

令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507371号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

近畿大学
【選択】実物の原子炉を視て、触
れて、原子力エネルギー・放射線
を学ぶ

大学で２基しかない教育・実験用原子炉を有する近畿大学
の特色を生かし、原子炉を視て触れて、原子力エネルギー・
放射線について理解を深める。１日目は、実物の原子炉に
ついて学び、２日目は、放射線の飛跡を見ることができる簡
単な霧箱という装置を作成する放射線実習や放射線の健康
影響に関する講義を行う。講義と実習を通して、原子力エネ
ルギー・放射線に関する指導の援助や話題提供ができるよ
うな実践的な講習を実施する。

橋本　憲吾（原子力研究所教授）
山西　弘城（原子力研究所教授）
松田　外志朗（原子力研究所准教授）
若林　源一郎（原子力研究所准教授）
杉山　亘（原子力研究所准教授）
芳原　新也（原子力研究所准教授）
山田　崇裕（原子力研究所准教授）
堀口　哲男（原子力研究所講師）
佐野　忠史（原子力研究所准教授）

大阪府東大阪
市

12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
12,000円 20人

令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507372号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学 【選択】固体物質の物理について

導体、半導体、絶縁体、磁石などの固体物質は様々な機器
に使われており、固体物質の多様な性質を理解することは
物理学および電子工学における重要な課題である。そのた
めには、固体中の電子の振る舞いを明らかにする必要があ
る。本講座では
(1) 様々な物質の性質が固体中の電子のどのような特徴と
関連しているのかについて概説する。
(2) 磁性体、超伝導体の性質を理解するための実験を実施
する。

増井　孝彦（理工学部准教授）
段下　一平（理工学部准教授）

大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校教諭(理

科)、高等学校教
諭(理科)

6,000円 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507373号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学
【選択】不安や心配の仕組みと対
処法

本講習では、不安や心配などネガティブな気分が生じる仕
組みや、そのような気持ちが強い状態から回復していく問題
解決のプロセスについて紹介します。グループワークを通し
て、問題解決のプロセスを体験的に学びます。

本岡　寛子（総合社会学部准教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月6日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 6,000円 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507374号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学
【選択】食環境の現状と学校にお
ける食育

健全な食生活は子どもの健康の維持増進にとって不可欠で
す。しかし昨今、食の簡便化・生活の多様化が進行し、食の
乱れによる健康問題が指摘されています。そこで、本講座で
は、子ども達の成長・発達を促すために知っておきたい正し
い栄養の知識に加え、食教育（食育）の効果的な実践方
法、さらには食物アレルギー等の現状や、学校現場での課
題・対策に至るまで、最新の情報を交えて講義・演習をおこ
ないます。

森島　真幸（農学部講師）
米谷　俊（農学部教授）
森山　達哉（農学部教授）

大阪府東大阪
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 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507375号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学 【選択】グローバル化社会と法

本講では、国際私法及び国際民事手続法を専門とする田中
と西洋法制史を専門とする的場が、グローバル化社会と法
を主題としてそれぞれの専門的見地から講義を行う。田中
は、家族の国際化から生じる様々な法的問題につき、判例
の紹介を交えながら解説する。的場は、専門であるドイツを
中心に、グローバル化・多様化社会を支える歴史と法を読
み解くとともに、他方で昨今先鋭化する反グローバルな動き
についても考える。

田中　美穂（法学部教授）
的場　かおり（法学部准教授）

大阪府東大阪
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(公民)

6,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507376号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学
【選択】生命科学研究に基づく、
生活習慣と環境がヒトの健康に
及ぼす影響

生命科学におけるiPS細胞やゲノム編集技術、情報科学に
おける人工知能やビックデータ解析技術など、科学分野は
近年急速に進歩している。それに伴い理科教育に求められ
る領域と役割は拡大しており、科学の進歩に合わせた授業
内容の拡充は必須である。本講習は、ヒトを対象とした生命
科学と位置付け、生活習慣と環境がヒトの発生や発達、健
康とどのように関係しているかを、専門的かつ最先端の知
見とともに紹介し、日常生活と紐付けて解説する。

駒田　致和（理工学部講師）
大塚　愛理（理工学部助教）

大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月7日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭(理科)、
高等学校教諭(理

科)

6,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507377号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

近畿大学
【選択】教員のための文芸学の楽
しみ方

本講習は文芸学の範疇で受講者に「文学・芸術・文化につ
いての良き解説のヒント」を提供することを目標にしていま
す。具体的には、日本語学、造形芸術創作、文化プロデュー
ス、民俗学をテーマに取り上げます。本講習を受講すること
で教室で還元可能な「児童、生徒に文学・芸術・文化の有り
様を解説する力」を補強、拡大することができます。

大田垣　仁（文芸学部准教授）
本村　元造（文芸学部教授）
西野　昌克（文芸学部教授）
藤井　弘章（文芸学部教授）

大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月7日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭(主に国
語・社会・美術)、
高等学校教諭(主
に国語・地理歴
史・美術・工芸)

6,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507378号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学
【選択】英文法とコミュニケーショ
ン

コミュニケーションを重視した英語教育において、文法を教
える方法について深く考察する必要があります。というのは
文法を気にしすぎるとコミュニケーションが円滑にならない一
方で、文法を無視するとコミュニケーションそのものが成り立
たないからです。本講座では、総合的なテーマを「コミュニ
ケーションと文法」とし、教育学的視点および言語学的視点
の双方から講義をします。また、実際にコミュニケーション能
力を実践する場として、ディスカッションと日本事象の英文説
明などの演習も取り入れます。

石井　隆之（総合社会学部教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校、中学校

教諭(英語)、高等
学校教諭(英語)

6,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507379号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学
【選択】学校と地域の連携・協働
の可能性を探る-コミュニティス
クールの試み

近年、子どもたちの取り巻く生活環境は、「いじめ」、「ネット
依存」や「孤食」「貧困」「不登校」など急激な変化を遂げてい
ます。こうした課題は、教員のみで解決するには限界がある
といえます。そこで、地域住民等の参画により、学校の教育
活動を支援する仕組みをつくり、子どもたちの環境の改善や
「生きる力」を育む取り組みが全国的に展開されています。
本講座では、各地域の事例をもとに学校と地域の連携・協
働の取り組みの可能性を一緒に考えます。

田中　晃代（総合社会学部准教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、養護

教諭

6,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507380号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学
【選択】薬育と食育の連携による
健康教育

薬と食物は源が同じであるという意味の「薬(医)食同源」が
目指すところは健康な生活の確保にある。医薬品の安全
性、有害性に関連した「薬育」および食品の安全性や食を選
択する力に関連した「食育」の連携による健康教育について
学習する。課題に対するスモールグループディスカッション
を通してプロダクト(パワーポイント資料)を作成し、発表す
る。

中村　武夫（薬学部教授）
細見　光一（薬学部准教授）
船上　仁範（薬学部講師）

大阪府東大阪
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5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507381号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学
【選択】ICTを活用したExcel VBA
教育とその指導法

企業業務や教育現場において、Excelアプリケーションは必
須のツールとなっています。本講習では、ICT活用学習のひ
とつであるeラーニングを使ったExcel VBA(Visual Basic for
Applications)を、演習形式で学習します。そして、Excelプロ
グラミングの学習を通して、情報教育の指導方法についても
考察します。

田中　敬一（経済学部教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月8日 教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 40人

令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507382号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学 【選択】教室が楽しくなる理科

化学は原子からなる分子によって構成される物質の振る舞
いを理解することに始まり、材料としての応用に至るまで、
人類の活動を物質的側面から支えている。身近な現象が意
外な科学の原理に基づいていることを具体例を示しながら
講義、教室で教科内容を生徒に楽しく能動的に理解させる
ための理科の演示実験、体験実験をおこなう。　小・中学校
における教科に沿った事例を多く扱う。

神山　匡（理工学部教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月8日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭(理科)

6,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507383号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学 【選択】離散数学と空間図形

「数学活用」で取り扱われている離散数学に関する内容につ
いて理解を深める。「数学と人間の活動」に関わる内容とし
て、偽コインを天秤で探し出す問題を数学的に考察する。ま
た、数学A「平面図形，空間図形」、および数学B「平面ベクト
ル、空間ベクトル」に関連する内容として、結び目理論につ
いて学ぶ。空間内の結び目と平面内の図式との関係につい
て理解し、空間認識能力を必要とする種々の問題について
考察する。

山下　登茂紀（理工学部准教授）
鄭　仁大（理工学部講師）

大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月8日 教諭
中学校教諭(数

学)、高等学校教
諭(数学)

6,000円 40人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507384号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/
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近畿大学
【選択】アニメ、マンガ、ゲーム等
コンテンツの教育活用のあり方

児童・生徒の中には、アニメやマンガ、ゲーム等のコンテン
ツを愛してやまない人がいます。熱心で知識もありますが、
中には、そこで話が閉じてしまって広がっていかないケース
もあります。一方で、現代のコンテンツは様々な要素が取り
入れられており、教育のきっかけとして最適であることも多く
あります。本講習では、コンテンツをきっかけにどのような教
育が可能なのかを考えます。

岡本　健（総合社会学部准教授）
大阪府東大阪
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5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507385号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

近畿大学
【選択】新たな社会システムに対
応した教育とは

現在は大きな時代の転換期であり、パラダイム転換が必要
とされる。学習指導要領の改訂でも、生きる力、対話型授
業、地域に開かれた学校づくり、など次々に新しい手法の実
践が求められている。これらは全て新たな時代が求めるも
のであることを講義を通じて理解し、自律的な人々が協力し
て進めていく活動スタイルをグループワークで経験して頂く。
学校運営においても、子どもたちの心のより所としての養護
教諭をはじめ、全教職員が協力して子どもたちに関わる方
法論についても考察したい。

久　隆浩（総合社会学部教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月8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5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30454-
507386号

06-4307-3036
(内線： 2150)

https://www.kindai.ac.j
p/

四天王寺大学
【選択】情報教育「パソコン実習」
（ワード・エクセル）

40名程度を1クラスとして、１日6時間として実施する。コン
ピュータ教室において数名の補助者と共に講師1名が実習
形式で実施する。講習は、事前の課題意識調査の結果をも
とに受講者の技能を考慮して実施する。講習の内容は
「Wordで学級通信づくり」と「Excelで成績処理」の２つの内容
を組み合わせる。

斎藤　敏之（短期大学部教授）
東　隆史（短期大学部教授）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年7月30日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護

教諭
6,000円 80人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507853号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学 【選択】教材研究「国語」

40名程度を1クラスとして、１日6時間として実施する。国語
科教育の今日的課題をふまえつつ、「言葉による見方・考え
方」を働かせる国語科授業づくりについて、小学校の教科書
教材を用いた講義・演習を行う。また、読解力の向上にかか
わる物語教材の視点構造など分析の観点を考える。さら
に、ことばの学習や意見文に関する内容について講義・演
習を行う。

矢羽野　隆男（人文社会学部教授）
船所　武志（教育学部教授）
永田　麻詠（教育学部 准教授）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年7月30日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 40人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507854号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学
【選択】音楽活動「身体・器楽・声
による表現」

主として幼稚園教諭を対象に25名程度を1クラスとして、１日
6時間として実施する。午前は子どもと楽しむ運動遊びや器
楽(楽器)の音楽表現について、また午後からは声楽や器楽
(ピアノ)の音楽表現について実技をまじえて講義と演習形式
で講習を実施する。

原　祐子（短期大学部教授）
荒木　環（短期大学部専任講師）
奥　千恵子（短期大学部准教授）
梅野　和人（短期大学部准教授）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年7月30日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 100人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507855号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学 【選択】特別支援教育

今日、障害者差別解消法や改訂された学習指導要領の内
容にあるように、学校教育全般において、特別支援教育の
ニーズが高まっている。本講座では、最新の動向を踏まえ
て、幼児期から学童期の教育に必要と考えられる特別支援
教育のポイント（障がいのとらえ方、障がいのある子どもの
理解と指導・支援の方法等）について概説する。

早川　透（教育学部教授）
鈴木　浩太（教育学部専任講師）
長澤　洋信（教育学部専任講師）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年7月30日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護

教諭向け
6,000円 120人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507856号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学
【選択】コミュニケーション・トレー
ニング

主に心理学を専門とする講師によって、コミュニケーション能
力を高めるために自己理解や他者理解を深めることを目的
とする。コミュニケーションのための技能の習得だけではな
く、コミュニケーションを深めるための基礎理論を講義により
学び、ワークショップを通して実践的な技能を高めることを目
指すものである。教育心理学、認知心理学、社会心理学の
それぞれの立場から幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を
対象として実施する。

丹羽　智美（教育学部 准教授）
﨑濱　秀行（阪南大学　経済学部教授）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年7月30日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護

教諭向け
6,000円 40人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507857号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/
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四天王寺大学 【選択】教材研究「図画工作」

日頃の指導、授業展開などで実践していることとは別に新し
い視点で製作活動に取り組むことで様々な気付きや発見を
通して図画工作の持つ魅力を深く感じて頂きたい。苦手意
識の高い教諭にも図画工作の魅力を再認識してもらえる内
容としたい。

今井　真理（教育学部教授）
大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年8月3日 教諭 小学校教諭向け 7,000円 30人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507858号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学
【選択】教材研究「和楽器 箏の魅
力」

幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭を対象に、講
義とグループ実技をまじえて和楽器の教材研究を行いま
す。
今年度は、筝の基礎的な知識や筝曲と言われるジャンルに
ついて歴史的に概観するとともに、筝を実際に弾き、合奏の
楽しさを味わっていただきます。また、箏を導入する際の手
だてや少ない箏での効果的な指導法、奏法の工夫や教材
化の検討を通して、箏の教材としての魅力を先生方と一緒
に考えます。

石田　陽子（教育学部教授）
坂本　暁美（教育学部教授）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校教諭・幼
稚園教諭・特別
支援学校教諭

6,000円 20人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507859号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学 【選択】子どもが育つ運動遊び

幼児期においての運動遊びの意義を実技中心に講習を行
います。午前は、「幼児期運動指針」をもとに幼児期の運動
遊びの意義を理解します。さらに、緊張感をほぐし、参加者
同士の交流を深める「アイスブレーキング法」を学びます。
午後は、子どもが運動する意欲につながる関わり方や言葉
がけについて「ロールプレイ」を行います。最後に、「用具を
使った集団で行う運動遊び」を全員で行います。

奥野　孝昭（短期大学部教授）
大西　敏浩（短期大学部専任講師）
梅野　和人（短期大学部准教授）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年7月31日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 60人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507860号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学 【選択】教材研究「算数」

新学習指導要領の趣旨を踏まえ、算数科において「主体
的・対話的で深い学び」を実現するための授業づくりについ
て考える。その際、算数科における課題づくりや学習形態の
工夫などに焦点化し、具体的な事例から実践化を図る。

福本　義久（教育学部准教授）
大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年7月31日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 80人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507861号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学 【選択】ICT実践活用

R2(2020)年度からの新小学校学習指導要領において、プロ
グラミング教育が必修化されることを踏まえ、本講習ではプ
ログラミング教育が導入されることになった背景を学ぶとと
もに、プログラミング教育のツールとして利用が広がってい
る簡易プログラミング言語の使い方を習得します。また、情
報活用能力における思考力の一つとしてプログラミング的
思考を位置づけたカリキュラム・マネジメントを行うことにつ
いて理解を深めます。

牧野　浩二（教育学部准教授）
大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年7月30日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 40人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507862号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学 【選択】子どもの身体と心の健康

幼稚園教諭､小学校教諭､養護教諭を対象とします｡子ども
の身体と心の健康に関して､医科学や保健学の観点から講
義と演習形式による講義を行います。現在､社会状況等の
変化に伴い､ストレスによる心身の不調など課題を抱える子
どもへの対応について学び､子どもが生涯にわたり、自己の
健康管理と安全確保ができる素養育成の方策について考え
ます。

楠本　久美子（教育学部教授）
仲谷　和記（教育学部教授）
川下　維信（人文社会学部准教授）
土居　悟（教育学部 教授）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年7月31日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護

教諭
6,000円 155人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507863号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学
【選択】情報教育「パソコン実習」
（エクセル・パワーポイント）

40名程度を1クラスとして、１日6時間として実施する。コン
ピュータ教室において数名の補助者と共に講師1名が実習
形式で実施する。講習は、事前の課題意識調査の結果をも
とに受講者の技能を考慮して実施する。講習の内容は
「Excelで成績処理」と「PowerPointで教材づくり」の２つの内
容を組み合わせる。

斎藤　敏之（短期大学部教授）
東　隆史（短期大学部教授）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年8月3日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護

教諭向け
6,000円 80人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507864号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

359 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
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四天王寺大学 【選択】教材研究「社会」

3名の講師によって、午前は、フィールドワークとして本学周
辺の羽曳野市の歴史的遺産について現地調査を実施す
る。午後は、社会科の授業分析の視点と方法について、ＶＴ
Ｒなどによる授業実践例の分析を通して修得するとともに、
学習指導要領の改訂点にポイントを当てて、それに即した
授業改善・授業づくりの視点と方法について、講義や演習を
通して修得していく。

須原　祥二（人文社会学部教授）
森嶋　俊行（人文社会学部専任講師）
中村　洋樹（人文社会学部専任講師）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年8月3日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507865号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学
【選択】造形活動「かく・つくる・あ
そぶ」

1クラス50名程度で、１日6時間として実施する。講義と実技
形式によって、幼稚園で活用できる造形表現の研究を行う。
制作物を作成し実技考査による修了認定を行う。

内本　久美（短期大学部専任講師）
村田　夕紀（非常勤講師）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年7月31日 教諭 幼稚園教諭向け 7,000円 50人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507866号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学 【選択】子どもが育つ運動遊び

幼児期においての運動遊びの意義を実技中心に講習を行
います。午前は、「幼児期運動指針」をもとに幼児期の運動
遊びの意義を理解します。さらに、緊張感をほぐし、参加者
同士の交流を深める「アイスブレーキング法」を学びます。
午後は、子どもが運動する意欲につながる関わり方や言葉
がけについて「ロールプレイ」を行います。最後に、「用具を
使った集団で行う運動遊び」を全員で行います。

奥野　孝昭（短期大学部教授）
梅野　和人（短期大学部准教授）
大西　敏浩（短期大学部専任講師）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年8月3日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 60人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507867号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学 【選択】子どもが育つ運動遊び

幼児期においての運動遊びの意義を実技中心に講習を行
います。午前は、「幼児期運動指針」をもとに幼児期の運動
遊びの意義を理解します。さらに、緊張感をほぐし、参加者
同士の交流を深める「アイスブレーキング法」を学びます。
午後は、子どもが運動する意欲につながる関わり方や言葉
がけについて「ロールプレイ」を行います。最後に、「用具を
使った集団で行う運動遊び」を全員で行います。

奥野　孝昭（短期大学部教授）
梅野　和人（短期大学部准教授）
大西　敏浩（短期大学部専任講師）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年8月3日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 60人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507868号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学 【選択】特別支援教育

今日、障害者差別解消法や改訂された学習指導要領の内
容にあるように、学校教育全般において、特別支援教育の
ニーズが高まっている。本講座では、最新の動向を踏まえ
て、幼児期から学童期の教育に必要と考えられる特別支援
教育のポイント（障がいのとらえ方、障がいのある子どもの
理解と指導・支援の方法等）について概説する。

早川　透（教育学部教授）
鈴木　浩太（教育学部専任講師）
長澤　洋信（教育学部専任講師）

大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年8月3日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護

教諭向け
6,000円 120人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507869号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学 【選択】教材研究「理科」

学習指導要領・理科の目標に挙げられている「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
験などを行う」という立場で、授業展開について，また児童
の問題解決能力を養う方法について考える時間とする。そ
の際、マイクロスケール実験の体験と実験結果の整理・発
表のためのICTの活用という，ひとり一人の実践活動を重視
した取り組みを行う。

佐藤　美子（教育学部准教授）
大阪府羽曳野
市

6時間 令和2年8月3日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 28人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507870号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学 【選択】看護学

養護教諭の職務は、保健教育、健康相談、連携時のコー
ディネーターなど多岐にわたっており、養護教諭に対する期
待が一段と高まっています。また、今日の医学の進歩ととも
に看護学も目覚しい発展を遂げています。こうしたことから、
この講習では、内科学・外科学・小児科を基礎とする看護
学、および感染症予防や消毒に関する看護学を学び、学校
教育の現場に役立てることを目的にしています。免許法認
定講習でもある。

土居　悟（教育学部教授）
岡本　啓子（教育学部 教授）
仲谷　和記（教育学部 教授）

大阪府羽曳野
市

12時間
令和2年8月7日～
令和2年8月8日

養護教
諭

養護教諭向け 12,000円 30人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507871号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/
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四天王寺大学
【選択】教育の基礎的理解「教職
論」

教育の基礎的理解に関する科目である「教職論」を内容と
する。受講者が、教育理念を確立し、教職の意義や教員の
役割・教員の職務内容（チーム学校運営への対応を含
む。）、および進路選択に資する各種の機会の提供等に関
する知識の習得を通じて、あるべき教員像を明確にすること
を目指す。2日間連続、90分8コマの12時間で講習を実施す
る。免許法認定講習でもある。

曽野　洋（人文社会学部 教授）
大阪府羽曳野
市

12時間
令和2年8月28日～
令和2年8月29日

教諭
養護教

諭

小学校教諭・幼
稚園教諭・養護

教諭
12,000円 40人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

(備考　抽選※四天王
寺大学・短期大学部卒

業生優先)

令02-
30457-
507872号

072-956-3345
(内線： 4013)

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

相愛大学 【選択】子どもと環境

子どもを取り巻く環境について、 音環境と食環境の視点か
ら考えます。自然音を含む身の回りの音への感性を高め、
子どもの目線と教育的視点から音環境を捉えます。また、食
環境について保育者自身が意識を高め、子どもが食環境全
体に関わる教育的意識の考察から、日々の保育を見直す
視座を探ります。

進藤　容子（人間発達学部教授）
曲田　映世（人間発達学部講師）

大阪府大阪市 6時間 令和2年8月9日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 100人
令和2年5月12日～

令和2年6月2日

令02-
30460-
509694号

06-6612-5904
(内線： 402)

http://www.soai.ac.jp

相愛大学
【選択】子どもをめぐる社会問題と
子どもの権利

近年の社会状況の変化に伴い、家庭内暴力・虐待、貧困、
不就学、無戸籍など、子どもをめぐる社会問題は増えていま
す。これらに関わり、今後、幼稚園等教育・保育施設におけ
る子どもと保護者に対する支援はますます求められるでしょ
う。本講習では、これら問題群の現状と社会的背景を整理し
たうえで、現場実践につながる、保育者に求められる支援
のあり方（子どもの権利保障という視点の重要性）について
考えていきます。

松島　京（人間発達学部准教授） 大阪府大阪市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 100人
令和2年5月12日～

令和2年6月2日

令02-
30460-
509695号

06-6612-5904
(内線： 402)

http://www.soai.ac.jp

相愛大学
【選択】保育の質を支えるカウン
セリングの理論と技法

人は誰しも各々の信念や価値観を持ち、それに基づいて自
分を取り巻く世界を知覚します。このことに気づかないまま
で対応すると、子どもや保護者を意図せず傷つけてしまうこ
とがあります。保育者自身の気分の落ち込みや苛立ちにも
つながるでしょう。本講習では、カウンセリングの理論を学
び、自己への気づきや理解を深めます。また、技法の演習
を通じて、子どもや保護者とより良い関係を構築する対応を
探っていきます。

実光　由里子（人間発達学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 100人
令和2年5月12日～

令和2年6月2日

令02-
30460-
509696号

06-6612-5904
(内線： 402)

http://www.soai.ac.jp

相愛大学
【選択】発達障害のある子どもへ
の支援

近年、幼稚園や保育所等の教育・保育現場において、発達
障害のある子どもが増えていると言われます。各現場では、
そのような子どもへの支援について、さらには保護者に対す
る支援のあり方が問われ、試行錯誤をくり返しています。本
講習では、発達障害のある子どもを取り巻く現状、特性等を
整理したうえで、子どもの「理解のしづらさ」、教育者・保育者
に求められる子どもおよび保護者への支援のあり方等につ
いて、インクルージョンの理念を踏まえながら考えていきま
す。

直島　正樹（人間発達学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 100人
令和2年5月12日～

令和2年6月2日

令02-
30460-
509697号

06-6612-5904
(内線： 402)

http://www.soai.ac.jp

帝塚山学院大学
【選択】戦争にまつわる児童文学
の変遷をたどる

　小・中学校の国語の教科書には毎学年戦争にまつわる作
品が掲載されています。しかし、当然のことながら反戦を訴
える作品のほとんどは戦後に作られており、戦前・戦中は戦
争を賛美するものが主流でした。
　この講座では、前半は戦前・戦中の戦争にまつわる作品を
紹介し、後半は戦後の反戦児童文学がどのように変化して
いったか、その多様性を考えながら今後の可能性を探りま
す。

伊藤　かおり（リベラルアーツ学部リベラルアー
ツ学科 准教授）

大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年7月30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 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月17日

令02-
30462-
509486号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】情報デザインおよび情報
コンテンツに関する講習

Webや情報デザインの動向を紹介するともに情報デザイン
の考え方を解説し、情報デザイン系の学習指導のあり方に
ついて考える。
また、動画コンテンツの作成方法について解説し、動画コン
テンツの作成実習を通して、情報コンテンツ系の学習指導に
ついて考える。

小幡　信（人間科学部情報メディア学科 准教
授）
佐藤　安（人間科学部情報メディア学科 専任講
師）

大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年7月31日 教諭

中学校技術科教
諭、高校情報科
教諭を主として、
小・中・高の情報
教育に関心のあ

る教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月17日

令02-
30462-
509487号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

帝塚山学院大学

【選択】心の理論からメンタライ
ゼーションへ：いわゆるコミュニ
ケーション力を越えて、こころの
深みへ

そもそも人のこころや自分のこころを理解するとはどういうこ
となのか、簡単には答えの導き出せない課題について、「メ
ンタライゼーション」という新たな概念を起点として、人とのつ
ながりや自分のあり方について考えます。外からの情報を
付加するだけではなく、深く心の通う経験につながる教育、
そして自分のあり方とはどのようなものか、意見を交わしな
がら進めたいと思います。自己理解とストレスマネジメントに
ついても考えましょう。

広瀬　隆（人間科学部心理学科 教授）
大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年8月2日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年6月17日

令02-
30462-
509488号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】韓国の言葉と文化・社会
について学ぼう

本講義は日本の最も近い隣国である韓国の言葉と文化・社
会について網羅的に学ぶ講習である。４コマのうち半分は
韓国の文化と社会について学ぶ。社会については主に現代
社会を取り巻く諸問題から韓国社会を紹介し、文化につい
ては儒教や食文化について学ぶ。後半は,前半に触れた韓
国文化と言語を結びつけ、「原作ドラマとそのリメイクドラマ」
を通して、生き生きした韓国語を学習する。そして、言語を教
えるときに、どうすれば学生らの興味を引き立てるかについ
ても取り上げる。

古田　富建（リベラルアーツ学部リベラルアーツ
学科 教授）
任　炫樹（リベラルアーツ学部リベラルアーツ学
科 准教授）

大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校・高等学
校（社会科・韓国

語）教諭向け
6,000円 80人

令和2年4月16日～
令和2年6月17日

令02-
30462-
509489号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】原語で楽しむ韓国文学
「82年生まれ、キム・ジヨン」を味
わう

韓国で100万部を超えるベストセラーとなり話題の韓国文学
「82年生まれ、キム・ジヨン」（著：チョ・ナムジュ）の原著を読
解する。本書を通して、韓国語ならではの表現や、韓国の文
化的な背景への理解を深める。

稲川　右樹（リベラルアーツ学部リベラルアーツ
学科 准教授）

大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校（韓国語）教諭

向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年6月17日

令02-
30462-
509490号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】中学生･高校生の性をめ
ぐる現状と課題

中学生・高校生たちの性に関する意識や行動は近年どのよ
うに変化しているのだろうか。学校の指導はその変化に対
応できているのだろうか。本講習では、最新のデータを交え
ながら、中学生･高校生たちの性行動の実態について解説
を行い、性教育の現状・課題について考える。

土田　陽子（人間科学部心理学科 教授）
大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

養護教諭、中学
校・高等学校教

諭向け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年6月17日

令02-
30462-
509491号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】英語の４技能を磨くワーク
ショップ

グローバル化の進展により、教員も様々な局面で英語を使
う必要が高まっている。この講習では、ネイティブスピーカー
講師が4時間を担当し、流暢さに重点を置いたいくつかのコ
ミュニカティブな活動を通してスピーキング力を高めます。ま
た、英検の準２級や２級レベルの教材を用いて、スキャニン
グやスキミングなどのリーディングの技術やパラグラフライ
ティングの技術を学びます。

三村　浩一（人間科学部キャリア英語学科 教
授）
Cory Jacob　Koby（人間科学部キャリア英語学
科 准教授）

大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校、高等学
校（英語）教諭向

け
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年6月17日

令02-
30462-
509492号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】小学校英語実践ワーク
ショップ

小学校外国語活動および外国語科の指導に生かすことの
できる授業スキルをワークショップ形式で紹介する。「絵本を
使った活動」、「教科横断の視点を取り入れた活動」「英語多
読学習」の３テーマについて、参加者が教室に戻ってすぐに
活用できるよう実践指導する。また、指導者の英語力をブ
ラッシュアップさせる方法についても紹介する。

八野　幸子（人間科学部キャリア英語学科 専任
講師）
溝手　真理（人間科学部キャリア英語学科 教
授）
Cory Jacob　Koby（人間科学部キャリア英語学
科 准教授）

大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年8月7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6月17日

令02-
30462-
509493号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】児童・生徒のための健康
生活と栄養教育～メタボな大人
にならないために～

本講習は、主に栄養教諭対象の選択領域（6時間）である。
「児童・生徒のための健康生活と栄養教育－メタボな大人に
ならないために」として、こどもの健康問題や生活習慣病の
若年化、こどもの肥満と若い女性のやせや食育、適正なエ
ネルギー摂取、三大栄養素のバランス等について講義を行
う。
運動についても日常生活の中に組み込んで、かつ楽しみな
がら継続できるメニューを講義する。

津田　謹輔（学長）
細川　雅也（人間科学部食物栄養学科 教授）

大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、保健科教

諭向け
6,000円 80人

令和2年4月16日～
令和2年6月17日

令02-
30462-
509494号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

帝塚山学院大学
【選択】学校教育における食育の
あり方

本講習は、主に栄養教諭対象の選択領域（6時間）である。
「“食を営む力”を育む食育推進～家庭とつなぐ食育をキー
ワードとして～」、「食育の進め方～行事食をとおして～」と
いう2つのテーマで講義を行う。

福田　ひとみ（人間科学部食物栄養学科 教授）
金田　直子（人間科学部食物栄養学科 専任講
師）

大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、家庭科教

諭向け
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年6月17日

令02-
30462-
509495号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】身近な食品を改めて考え
る

みなさんは日々の献立に向けて、たくさんの食品・お惣菜を
スーパーなどでお買い物されると思います。購入にあたって
は、商品パッケージから判断して、「これ美味しそう。」などと
感じて手に取られることがおそらく多いと思います。実は商
品パッケージには、その商品デザインのみならず、沢山の
情報が詰まっております。本講習では、身近に販売されてい
る食品にある様々な情報について、その機能性や取り巻く
法律について、わかりやすく講述するとともに、「食品に関わ
る法律」のうち、近年充実した「食品表示制度」について、事
例を挙げて講述します。「特定保健用食品（トクホ）等の機能
性や、アレルゲンなどの表示に関する事項も取り扱います。

足達　哲也（千里金蘭大学　生活科学部食物栄
養学科 准教授）

大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、中学校・高
等学校(家庭科)

教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年6月17日

令02-
30462-
509496号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】子どもと教員のストレス耐
性を高めるメンタルヘルス

近年、不登校始め不適応状態の要因に、心理社会的要因
による身体症状や精神症状を認めることが少なくない。
これらは、日常生活においてストレスへの耐性が低くなって
いることも一因と考えられ、子どものストレス耐性強化が課
題となっている。
また、効果的な教育活動を行うためには、教員もストレス耐
性も高め、指導にあたることが必須となる。
本講座では、ストレスによる不適応状態の子どもに長年関
わってきた臨床心理士が、ストレスについての医療情報と共
に、ストレスマネージメントのための具体的な生徒指導上の
対応について、実習を含めた講座を行う。

大堀　彰子（人間科学研究科 臨床心理学専攻
教授）
木下　忠恭（人間科学研究科 臨床心理学専攻
講師）
片山　貴美子（医療法人爽神堂 そうしん堂レ
ディスメンタルクリニック　日本精神分析学会認
定心理療法士・臨床心理士・精神保健福祉士）

大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月17日

令02-
30462-
509497号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】身近な食品を改めて考え
る

みなさんは日々の献立に向けて、たくさんの食品・お惣菜を
スーパーなどでお買い物されると思います。購入にあたって
は、商品パッケージから判断して、「これ美味しそう。」などと
感じて手に取られることがおそらく多いと思います。実は商
品パッケージには、その商品デザインのみならず、沢山の
情報が詰まっております。本講習では、身近に販売されてい
る食品にある様々な情報について、その機能性や取り巻く
法律について、わかりやすく講述するとともに、「食品に関わ
る法律」のうち、近年充実した「食品表示制度」について、事
例を挙げて講述します。「特定保健用食品（トクホ）等の機能
性や、アレルゲンなどの表示に関する事項も取り扱います。

足達　哲也（千里金蘭大学　生活科学部食物栄
養学科 准教授）

大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、中学校・高
等学校(家庭科)

教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年6月17日

令02-
30462-
509498号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】アルゴリズムおよびプログ
ラミングに関する講習

最初に、本学でのプログラミングに関する取り組みを紹介
し、論理的思考力を育成するために重要なプログラミング教
育について考える。
次に、探索・ソートなどのアルゴリズムについて説明し、初心
者でも利用可能なScratch（スクラッチ）というビジュアルプロ
グラミング環境を用いて、アルゴリズムの実装（実習）を行
う。
結果を視覚的に確認できるようにするなど、プログラミング
の理解を深めるための工夫についても考える。

喜家村　奨（人間科学部情報メディア学科 教
授）

大阪府大阪狭
山市

6時間 令和2年8月21日 教諭

中学校技術科教
諭、高校情報科
教諭を主として、
小・中・高の情報
教育に関心のあ

る教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月17日

令02-
30462-
509499号

072-296-1331
(内線： 370)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

羽衣国際大学
【選択】昭和・平成の変遷を踏ま
えた令和教育の展望

令和以降の教育の課題を理解し、今後を展望するためには
昭和・平成の歴史的展開を理解する必要があります。社会
情勢の変化やそれを踏まえた学習指導要領の改訂、教員
養成課程の変化、生徒指導のありかたの変容のポイントを
理解し、今後の教育について考察します。

梨木　昭平（人間生活学部教授） インターネット 6時間
令和2年5月14日～
令和3年3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
校教諭　養護教
諭・栄養教諭

6,000円 5,000人
令和2年4月16日～
令和3年2月26日

令02-
30465-
507785号

072-265-7102
https://www.hagoromo.
ac.jp/

東大阪大学
【選択】こどものアンサンブル音
楽

こどものアンサンブル音楽（小学校）こどもにとってのアンサ
ンブル音楽とは？こどもが演奏できるアンサンブル音楽を体
験し、多くの楽器の奏法やアンサンブル曲のアレンジ法を学
ぶ。こどもが演奏する楽曲を実際に演奏し、年齢別演奏能
力を理解していく。アンサンブル音楽を演奏する事によって
感じる事、こどもと音楽について考える。こどもの演奏する音
楽は現場によってそれぞれです。幼稚園免許の方もこちら
を受講できます。

丹山　三恵子（こども学部こども学科教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509166号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学
【選択】幼児期における基礎的能
力の発達

幼年期は数量、言語､読み書き等の基礎的能力を獲得して
いく時期である。この時期にこれらの能力をしっかり身につ
けることが､児童期以降の思考力、考察力、コミュニケーショ
ン力等社会人として必要な能力の礎となる。これまでの幼児
の能力獲得に至る過程の研究成果を紹介しながら、幼児の
能力開発にいかに関わっていけばよいのかを、幼児の生活
全体をふまえながら考えていく。

冨田　昇（短期大学部実践食物学科准教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 120人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509167号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学 【選択】食と成長

こどもの食と成長に関連した最新の統計資料を紹介し、問
題点について解説します。
さらに本学で実施している農産物を利用した食育につなが
る実習内容を紹介します。
１、食品に関する新しい表示制度
２、健康に関わる施策と統計
３、栄養必要量と食事摂取基準
４、赤ちゃんの健康と葉酸
５、東大阪大学短期大学部における食育の取組み

源　伸介（短期大学部実践食物学科教授）
大阪府東大阪
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 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509168号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学
【選択】理科教育の最新事情・教
材研究講習

理科教育の最新事情をディスカッション・ミニディベート等を
加え講じる。理科に関する最新の教育政策・小中高新学習
指導要領等を踏まえ，今後の教科指導・生徒指導に役立つ
と考える最新の理科教育を詳解。Society5.0に向け持続可
能な開発に寄与する次代の科学技術イノベーションを牽引
する人材育成や生涯学び多様で豊かな自然観を身に付け
た人間形成等に貢献する理科教育を考察する。

杉本　剛（こども学部こども学科講師）
大阪府東大阪
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16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509169号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学 【選択】幼稚園における造形表現

幼児の豊かな造形表現を引き出す保育者の役割や援助及
び造形環境等について考察し、造形表現の基本を確認しな
がら発展的な造形活動について理論を交えて実技を習得す
る。また幼児の描く絵や制作等を通して幼児理解を深め、保
育者の確かな実践力と保育者自らの表現力を高める。

松村　和代（こども学部こども学科講師）
大阪府東大阪
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16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509170号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学
【選択】幼稚園、保育所等におけ
るアンサンブル音楽

アンサンブル音楽（幼稚園・保育所等）３歳〜６歳のこどもた
ちが演奏できるアンサンブル音楽を体験し、多くの楽器奏法
やアンサンブル曲のアレンジ法を学ぶ。演奏しやすく聞きば
えのする音楽とは？こどもたちが演奏する楽曲を実際に演
奏し、年齢別演奏能力を理解していく。アンサンブル音楽を
演奏する楽しさを感じていく。

丹山　三恵子（こども学部こども学科教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509171号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

東大阪大学
【選択】子ども理解と児童期の心
理

学校現場の課題をふまえ、子どもの問題行動について家族
関係や行動パターンなどから構造的な視点での捉え方とそ
の対応を解説します。また学級経営のルール化についても
解説します。さらに、発達障害および他の障がいのある子ど
もたちへの理解、子どもたちへの心理面を重視した支援に
ついても解説します。

市橋　正己（こども学部こども学科教授）
髙岡　忍（こども学部こども学科准教授）

大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509172号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学
【選択】学校の法律問題と子ども
の人権

学校内で生じる様々な事故やトラブルにつき、どのような事
実関係のもとで誰にどのような基準で法的責任が求められ
るのかを具体的事例を取り上げて順次考察し、問題の大枠
把握することを目標とする。さらに、体罰、いじめ、虐待等の
問題や在日外国人や障害のある子どもにかかわる教育、ま
た、貧困などの家庭環境に言及し、教育基本法や「子どもの
権利条約」等の視点から「人権感覚の育成」をめざす重要性
を考え、理解を深める。

乾　公昨（短期大学部実践保育学科教授）
野々村　宜博（短期大学部実践保育学科教授）

大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509173号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学 【選択】食の防災と食糧事情

今後、起こりうる大災害での備え、心構え、問題点について
解説します。
世界的食糧事情と未来食材として期待される食用昆虫につ
いて解説します。
1、災害の理解
2、最新の防災食
3、パッククッキング
4、世界的食糧事情
5、未来食材（昆虫食）

松井　欣也（短期大学部実践食物学科准教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月20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16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509174号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学
【選択】子ども理解と保護者理解
（家庭支援を含む）

教育において「子ども理解」や「保護者理解」はどのような意
味があるのだろうか。ここでは、子どもの現実や保護者の現
実を事例を通し考え、現代社会の教育課題を探っていく。そ
の上で、子ども理解や保護者理解をすることの意味を明ら
かにし、どのような援助職（教師像）を目指すのかを考え合
いたい。また、家庭支援に対するアプローチのあり方、対応
の基本となるコミュニケーション力など、その重要性の理解
を深め、支援力の向上を図る。

渡邉　由之（こども学部こども学科准教授）
川谷　和子（こども学部こども学科 講師）

大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 120人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509175号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学 【選択】小学校につなぐ英語活動

小学校英語が教科化されることになりました。園児さんたち
にはまず英語を楽しんでもらい、日本語にない音やリズムを
拾うことができる耳を育ててあげたいと思います。その力を
小学校でやる「聞く、考える、話す、読む」活動につなげるの
だと意識して講習を受けていただければ嬉しく思います。午
前中には歌やチャンツを中心にして講習を行います。午後
には、いよいよ小学校英語が教科化されるということで小学
校での活動内容と保育現場での活動内容を紹介します。

大矢　智子（短期大学部実践保育学科教授）
杉本　孝美（こども学部こども学科講師）

大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509176号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学 【選択】食と健康

食は生活の基本であり、「安全である」ことが不可欠ですが
食品事故が発生しています。講習前半では、学校における
食の事故事例、原因の検証及び予防対策など、「食の安
全・安心」について解説します。また、食の選択肢が多様化
する現代において、地域農産物の活用が全国各地で見直さ
れています。講習後半では、大阪府認証伝統野菜の研究動
向、地域農産物を活用した食育の事例などについて解説し
ます。

山下　絵美（短期大学部実践食物学科准教授）
濵田　尚美（短期大学部実践食物学科講師）

大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月21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16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509177号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

東大阪大学
【選択】Scratchを用いたプログラ
ミング教育

小学校において児童にプログラミングを体験させる際、ビ
ジュアルプログラミング言語を使うことが効果的である。現
在、ビジュアルプログラミング言語として最もよく用いられて
いるScratchによるプログラミングを学ぶことで、小学校での
プログラミング体験授業の構築や、各科目でのScratchを用
いた教材作成ができるようになることを目指す。

石川　高行（こども学部アジアこども学科教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509178号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学 【選択】文学教材・絵本の可能性

文学教材を読解して語り合うことには、どのような意味があ
るのでしょうか。「おとうとねずみチロ」「ごんぎつね」「世界一
美しいぼくの村」などを取り上げ、さまざまな視点から文学教
材の新たな読みの可能性を探ります。また、〈国語教材で取
り上げられている絵本〉〈子どもの心を描く絵本〉〈大人も学
べる絵本〉などについて、考察します。

渡邊　ルリ（こども学部 こども学科教授、こども
学科長）

大阪府東大阪
市

6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509179号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学 【選択】幼稚園における造形表現

幼児の豊かな造形表現を引き出す保育者の役割や援助及
び造形環境等について考察し、造形表現の基本を確認しな
がら発展的な造形活動について理論を交えて実技を習得す
る。また幼児の描く絵や制作等を通して幼児理解を深め、保
育者の確かな実践力と保育者自らの表現力を高める。

松村　和代（こども学部こども学科講師）
大阪府東大阪
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16日～
令和2年5月15日

令02-
30467-
509180号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

桃山学院教育大
学

【選択】保育・教育相談演習

近年、幼稚園教諭が果たす教育相談の役割は、育児支援
に欠かせないものとなりつつある。保育・教育相談は、①保
育場面における様々な子どもとのかかわりの中で保育臨床
的にすすめられ、②保護者や家庭からの養育や保育に関す
る悩みに応じる、などがその役割である。保育者は保護者
にとって、もっとも身近な相談援助者であり、子育て中の保
護者から様々な疑問を投げかけられた時、誠意を持って答
えられる相談支援能力を身につける。

山本　弥栄子（教育学部　准教授） 大阪府堺市 6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭 5,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30468-
509469号

072-288-6655
(内線： 311)

http://www.andrew-
edu.ac.jp/

桃山学院教育大
学

【選択】特別支援教育の理論　－
支援ニーズの高い児童生徒への
理解と具体的支援－

教育現場において、発達障害など支援ニーズの高い児童生
徒への理解と共に、通常の学級での具体的支援方法を学
ぶ。二次障害や虐待との関連について学びながら、支援
ニーズの高い子どもをつつむ学級経営、並びに教員の指導
力向上を目指す。中学校までの話が中心ではあるが、特性
への理解は高等学校でも同様である。

松久　眞実（教育学部　教授） 大阪府堺市 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、高等学
校教諭、特別支
援学校教諭、養

護教諭

5,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30468-
509470号

072-288-6655
(内線： 311)

http://www.andrew-
edu.ac.jp/

桃山学院教育大
学

【選択】確かな「言葉の力」を育む
国語授業づくりの方法を学ぶ

新しい学習指導要領が告示され、これからの国語授業の在
り方が問われています。
本講習では、国語科における「主体的・対話的で深い学び」
とは何かを基盤として、国語授業づくりの方法について学び
ます。具体的な教材文章をもとに、その教材研究・発問課題
づくり・学習活動の組み方など、実際の教室現場に即した講
習を進めます。確かな国語学力を子どもたちに育む授業に
ついてともに考えましょう。

二瓶　弘行（教育学部　教授） 大阪府堺市 6時間 令和2年8月19日 教諭 小学校教諭 5,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30468-
509471号

072-288-6655
(内線： 311)

http://www.andrew-
edu.ac.jp/

桃山学院教育大
学

【選択】保護者・地域の子育て支
援について

現代の乳幼児をもつ家庭の子育て状況やその変容を分析
し、幼稚園や認定こども園に求められる保護者、地域の子
育て支援についての現代的課題を明らかにする。近年、育
児不安や虐待が疑われるケースが増えるなかで、地域の関
係機関と連携し教育機関の在り方や保育者の役割を探る。
また、海外での子育て支援についても紹介し、今後の子育
て支援のあり方を展望する。

早瀬　眞喜子（教育学部　講師） 大阪府堺市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 5,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30468-
509472号

072-288-6655
(内線： 311)

http://www.andrew-
edu.ac.jp/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

桃山学院教育大
学

【選択】歌唱における発声法

歌唱指導
歌唱するときにどのように呼吸をするのか？腹式呼吸と言っ
ても実際にどうするのが正しいのか？またどうやって指導す
ればよいのか？声を酷使する現場で声帯結節やポリープに
ならないようにどのように発声するのか？
実際の舞台で演奏している私が歌唱指導にあたりいろいろ
な疑問に答えます。

小餅谷　哲男（教育学部　准教授） 大阪府堺市 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

校音楽教諭
5,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30468-
509473号

072-288-6655
(内線： 311)

http://www.andrew-
edu.ac.jp/

桃山学院教育大
学

【選択】子どもの健康に関する教
育的諸問題について

幼児、児童、生徒の健康に関する教育的諸問題を解決する
ためには、運動が体に及ぼす影響や体のつくりと特性を理
解した上で教科指導等を行う必要がある。特に運動部にお
けるスポーツ事故防止は、学校教育機関の重要な責務であ
る。そこで、本講義では、前半部を「科学的根拠に基づくス
ポーツ指導のあり方」について解説、後半部を具体的事例
を基に「子どものスポーツ外傷・障害の発生メカニズムと予
防」について解説する。

中村　浩也（教育学部　教授）
灘本　雅一（教育学部　教授）

大阪府堺市 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、高等学
校教諭、特別支

援学校教諭

5,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30468-
509474号

072-288-6655
(内線： 311)

http://www.andrew-
edu.ac.jp/

桃山学院教育大
学

【選択】本物の英語の教材作り

この講座では本物の英語の教材を実際に作成します。イン
ターネットから生徒の興味ありそうな映画、歌等を部分的に
選択して、それを元にして音声編集ソフトやパワーポイント
等を利用して、教材の作り方を学びます。それから、そのよ
うな教材の効果的な使い方についても一緒に考えます。ア
クティブラーニング、参加型で行い、作った教材をお互いに
発表して、そこに現れる本物の英語を勉強します。

DECKER,　Warren（教育学部　准教授） 大阪府堺市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校英語教

諭、高等学校英
語教諭

5,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30468-
509475号

072-288-6655
(内線： 311)

http://www.andrew-
edu.ac.jp/

桃山学院教育大
学

【選択】日本の学校における多文
化教育－外国につながりのある
児童生徒の現状と課題－

多様化する日本の学校における外国につながりのある児童
生徒とその保護者たちの現状と課題について考え、彼らを
取り巻く家庭を含む生活環境について理解しながら必要な
支援のあり方について考える。また国際理解教育及び異文
化理解教育の意義、理論についての理解を深め、その実践
について事例を出しながら受講者の皆さんと共に考えてい
きたい。

オチャンテ　村井　ロサ　メルセデス（教育学部
講師）

大阪府堺市 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、高等学

校教諭

5,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30468-
509476号

072-288-6655
(内線： 311)

http://www.andrew-
edu.ac.jp/

桃山学院教育大
学

【選択】子どもの今日的な健康課
題と危機管理を考える

学校園の危機に関する近年の状況や健康課題を踏まえて、
子どもを取り巻く複雑多岐な危険事象について概説する。学
校園内外における教育活動中に起こりうるヒヤリ・ハット事
例を取りあげて、安全教育の視点から危機管理のあり方を
考える。事前の危機対応として、ヒヤリ・ハット体験から学ぶ
教訓や組織活動の取組等を紹介するとともに、子どもの命
と健康を守るために、学校園がとるべき対策について検討
する。

八木　利津子（教育学部　准教授） 大阪府堺市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 5,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30468-
509477号

072-288-6655
(内線： 311)

http://www.andrew-
edu.ac.jp/

桃山学院教育大
学

【選択】教育・指導に活かすメンタ
ルヘルス研修

ストレスが原因となり、心身症や、精神疾患が問題となって
いる教育現場において、メンタルヘルスへの対応は非常に
重要な課題となっています。自身のセルフケアや周囲に対
するメンタルヘルスケアをとおして、現場での教育や相談に
役立つメンタルヘルスケアを学びます。具体的には、メンタ
ルヘルス不調の早期発見と対応方法について解説し、事例
やグループワークを通して実践的な対応方法を学びます。

栗岡　住子（教育学部　教授） 大阪府堺市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 5,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30468-
509478号

072-288-6655
(内線： 311)

http://www.andrew-
edu.ac.jp/

桃山学院大学
【選択】障がいのある児童、生徒
への野外行事支援について

学校教育において、林間学校、臨海学校など野外教育の手
法を用いた学校行事は重要な取り組みである。様々な障が
いがある児童、生徒がスムーズにこれら行事に参加・活動
できるよう教員として、事前の準備、実際のプログラムをどう
組むかなど、配慮した活動を学ぶ。

石田　易司（名誉教授、非常勤講師）
水流　寛二（非常勤講師）

大阪府和泉市 6時間 令和2年7月27日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

5,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
30469-
508402号

0725-54-3131
(内線： 3347)

http://www.andrew.ac.j
p/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

桃山学院大学
【選択】英語教員夏季ワーク
ショップ2020　A

言語転移の概念とメカニズムを理解することによって、日本
人英語学習者にみられる誤りを予測するとともに、その誤り
を減らす方法を考える。さらに、英語音声学に基づいて、教
室で英語を指導するために必要となる分節音（子音・母音）
とその変化、および、プロソディ（アクセント・リズム・イント
ネーション）について学習し、併せて発音練習も行う。

Adrian　Wagner（国際教養学部英語・国際文化
学科講師）
南條　健助（国際教養学部英語・国際文化学科
准教授）

大阪府和泉市 6時間 令和2年7月27日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
5,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
30469-
508403号

0725-54-3131
(内線： 3347)

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

桃山学院大学
【選択】英語教員夏季ワーク
ショップ2020　B

英語教育に関連する論文 Kumaravadivelu, B. (2016). The
Decolonial Option in English Teaching: Can the Subaltern
Act? TESOL Quarterly, Vol. 50, pp.66-85.を、リーディングタ
スクを行いながら読む。
  さらに、多くのデータを与えて生徒自身に規則を発見させ
る帰納的な指導法を、3人称単数の-s、二重目的語構文を
例にとって、アクティブラーニングの観点から検討する。

釣井　千恵（国際教養学部英語・国際文化学科
准教授）
島田　勝正（国際教養学部英語・国際文化学科
教授）

大阪府和泉市 6時間 令和2年7月28日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
5,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
30469-
508404号

0725-54-3131
(内線： 3347)

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

桃山学院大学
【選択】英語教員夏季ワーク
ショップ2020　C

まず、語彙学習に関する研究を考察し、生徒が自分で教科
書の語彙を学習するのに役立つ方法を検討する。そして、
文法を「言いたいことを言うために語をどう並べるか」として
とらえ、文法指導に対する発見的なアプローチを提案する。
さらに、読解の中で文法にも注意を向けさせるための推論
発問について、検定教科書の教材を使って検討する。最後
に、参加者はタスク支援型と、タスク準拠型の２つの授業に
ついて、教科書本文を素材としたタスクを体験する。

Michael　Carroll（国際教養学部英語・国際文化
学科教授）
島田　勝正（国際教養学部英語・国際文化学科
教授）

大阪府和泉市 6時間 令和2年7月29日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
5,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
30469-
508405号

0725-54-3131
(内線： 3347)

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

桃山学院大学
【選択】国際理解教育（SDGsの取
り組みを中心に）

国際連合における「平和」と「国際協調」の理念を教育の面
において担保するものとして、「国際理解教育」は、世界の
各地で戦後の長きにわたり実践されてきた。ただ、そのあり
方については、時と場所、さらにそれを担う主体によって、
多様な展開を見せてきたと言える。本講習においては、この
ような国際理解教育に関して、SDGｓ（持続可能な開発目
標）、ESD（持続可能な開発のための教育）の取り組みを中
心に考える。

岡崎　裕（和歌山大学　教育学部教職大学院教
授）

大阪府和泉市 6時間 令和2年7月29日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、

養護教諭
5,000円 60人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
30469-
508406号

0725-54-3131
(内線： 3347)

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

桃山学院大学
【選択】データをゼロから作ってア
クティブラーニングに活かそう

アクティブラーニングの中に「調べ学習」があります。この学
習には「データ」をどこから集めたら良いのかを含みます。し
かし調べてもデータが見つからなければどうすれば良い？
「作れば良い」これが答えになります。
この講習では、アクティブラーニングの中で重要な位置を占
めるデータの扱い方について「なければ作る」という姿勢を
持っていただこうと思います。今回はデータを作成する素材
として「歌詞」を取り上げ、様々な歌詞から抽出してデータを
作成し、それに基づいて新たな歌を作ることを体験して学ん
でいただきます。

中村　勝之（経済学部経済学科教授） 大阪府和泉市 6時間 令和2年7月30日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

5,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
30469-
508407号

0725-54-3131
(内線： 3347)

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

桃山学院大学
【選択】国際ニュースの読み方を
多角的に学ぶ

この講座は国際ニュースの読み方を多角的に講義する。第
1限は、国際ニュースに頻出するキリスト教とギリシャ神話の
基礎知識、外国政府等の通称名（例　ペンタゴン）を解説す
る。第2限は、英語らしい話し方を国際会議で行われた有名
スピーチを使って練習する。第3限は、海外メディアのホーム
ページを用い、最新ニュースを比較しながらメディア・リテラ
シーを学ぶ。第4限は、筆記試験と解説を行う。

軽部　恵子（法学部法律学科教授） 大阪府和泉市 6時間 令和2年8月4日 教諭
英語科、社会科、
国語科担当教諭

等
5,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
30469-
508408号

0725-54-3131
(内線： 3347)

http://www.andrew.ac.j
p/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

桃山学院大学 【選択】インターネットと消費者

令和元年度情報通信白書によると、2018年のインターネット
利用率は6～12歳で67.1％、13～19歳で96.6％である。動画
投稿・共有サイト・オンラインゲーム・SNS等の利用が多い
が、商品やデジタルコンテンツの購入にも利用されている。
そこで、匿名での交流が可能であり、また、対面せずに取引
できるというインターネットの特性から生ずる問題を知り、そ
の対処を学ぶと共に、インターネットの危険性を理解した上
での利用を考える。

田中　志津子（法学部法律学科教授）
瀬谷　ゆり子（法学部法律学科教授）

大阪府和泉市 6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、

養護教諭
5,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
30469-
508409号

0725-54-3131
(内線： 3347)

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

桃山学院大学 【選択】生徒指導の実践

個に応じた指導は、近年、ますます重要となっている。しか
し、多様な事案が学校を混乱に陥れることも少なくない。そ
れらを予見し未然に防ぐ取組は、学校現場では、最重要課
題の一つとなっている。本講座では、学校職員室でのファシ
リテーションの実践を紹介して教員間の良好なコミュニケー
ションづくりを体験し、どのように教職員が協力体制を築い
て生徒指導を実践していくかについて共に学ぶ。

木村　重房（共通教育機構講師） 大阪府和泉市 6時間 令和2年8月6日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、

養護教諭
5,000円 60人

令和2年4月16日～
令和2年5月11日

令02-
30469-
508410号

0725-54-3131
(内線： 3347)

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

関西国際大学
【選択】子どもと活動を楽しむため
の造形表現・図画工作科

美術教育の現状を踏まえ今日的な美術の状況をどのように
学校教育に反映させるべきかについて、教材としての具体
的な取り入れ方を通して美術教育の今日性を考えます。そ
の上で，題材や授業を具体的に構想する力や子どもの自発
的・主体的な学習を保障しながら授業を展開する力など、美
術教育に関する理論的・実践的力量の形成を講義と実技を
通してはかります。

大西　洋史（教育学部准教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月4日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 40人

令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508261号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学 【選択】英語の発音・音読指導

扱う分野は、発音と音読指導です。①日英語の音声に関す
る比較について概説し、グループワークで各分野に分かれ
て問題点を探ります。その後、全体で共有して解決策を検討
します。②各分野の指導法について改善点を提案し、音読
では参加型で実践も行います。③発音指導に特化して、導
入と矯正の指導法を説明し、チャンツや英文の表現を練習・
発表し、相互評価を行って、まとめとします。

有本　純（国際コミュニケーション学部教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校（英語）・
高等学校（英語）

教諭
6,000円 40人

令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508262号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学 【選択】英語発音指導：入門編

英語の音声に関する基礎知識がない方を対象に、日英語
の音声の違いについて解説します。また、グループワークを
通して現状の課題を共有し、解決法の検討もします。次に、
先生自身の発音チェックと発音指導法についてワークショッ
プ形式で、実践的に指導します。また、英語絵本の読み聞
かせやチャンツの実習も行います。

有本　純（国際コミュニケーション学部教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月3日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508263号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学 【選択】音に親しみ育む表現活動

音楽を通した豊かな感性や表現は、自然や身近な環境・生
活との関わりから、音に親しみ、感じたことや考えたことを自
分なりに表現することから育まれるといえます。①感じたこと
や考えたことを音や動きで表現する、②表現活動のプロセス
について思考・判断し振り返る、③鍵盤楽器等の実技を伴っ
た具体的な表現方法、④方法研究としての授業構成、につ
いて実践的に講義します。

島川　香織（教育学部准教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月4日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 40人

令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508264号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学
【選択】乳幼児期の発達障害児
の特性と関わり方

発達障害の幼児期の子ども達の発達特性について細かく
理解することで、発達障害の子供たちの困り感に寄り添い、
その対応について考えていきます。そのプロセスで、日ごろ
子供たちに接していらっしゃる先生方に子どもの発達の支え
について再度考えて頂ける機会を提供できればと考えてい
ます。そして最後まで子供たちに付き合わねばならない保護
者と、どのように療育のためのパートナーシップを組めば、
保護者を本当に支えることができるのかも、一緒に考えて頂
ければと考えています。

松本　恵美子（教育学部准教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月8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 90人

令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508265号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

関西国際大学
【選択】児童・生徒がやる気にな
る算数・数学の授業

公立・国立中学校での経験を踏まえ、子ども達が食いつく算
数・数学の教材づくりや授業の組み立て、また発問・板書な
ど授業技術等について、実践を紹介しながら深めていきた
いと考えています。

上原　昭三（教育学部准教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校・中学校

教諭（数学）
6,000円 90人

令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508266号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学 【選択】児童英語の活動

英語教育の教科化、低学年からのスタートを視野に入れ、
英語活動に必要な教室英語をはじめとして、英語遊び歌、
国際理解教育や他教科との連携、こどもの育ちを支援する
英語活動などについて、実際に体を動かしたり考えたり体験
しながら、学びます。

片山　真理（国際コミュニケーション学部教授）
北村　由美子（非常勤講師）

兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 50人

令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508267号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学
【選択】明日から使える国語実践
①

これまでの国語とこれからの国語ではいったい何が変わる
のか。子どもたちが主体的に学ぶために必要な知識・技能
とは。思考力・判断力・表現力を身につけるには。一人ひと
りの適性に応じた学びを実践するためには。これらの課題
に対し、参加者相互が体験を通じて意見交流し、「明日から
使える」という実感を得られるように具体的な材料を提供し
たい。

中西　一彦（教育学部教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月3日 教諭
小学校・中学校

教諭（国語）
6,000円 80人

令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508268号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学
【選択】明日から使える国語実践
②

これまでの国語とこれからの国語ではいったい何が変わる
のか。子どもたちが主体的に学ぶために必要な知識・技能
とは。思考力・判断力・表現力を身につけるには。一人ひと
りの適性に応じた学びを実践するためには。これらの課題
に対し、参加者相互が体験を通じて意見交流し、「明日から
使える」という実感を得られるように具体的な材料を提供し
たい。

中西　一彦（教育学部教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小学校・中学校

教諭（国語）
6,000円 80人

令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508269号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学 【選択】いじめの実態と対処要領

いじめ防止対策推進法ができ、基本方針が示されてからも
不幸ないじめ自殺事案が後を絶ちません。多忙な日常業務
の中にあっても、子ども達のSOSに耳を傾け問題兆候に鋭
敏に対処する必要があります。本講義では、いじめ事案に
対してどのように対処すへきかを皆さんと一緒に考えていき
ます。

山本　昌宏（人間科学部教授） 兵庫県尼崎市 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 240人
令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508270号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学
【選択】幼稚園教育要領等の改
訂と幼児教育の課題

「幼稚園教育要領」等の改訂の趣旨をふまえ、保育・教育を
めぐるさまざまな課題と展望について講義する。1）「幼児期
の終わりまでに育ってほしい１０の姿」他について2）小学校
との接続について3）保育者（保育教諭）の専門性について
など、参加者とのディスカッションも交えて進行する。

下里　里枝（教育学部准教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508271号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学
【選択】プレゼンテーション能力開
発

プレゼンテーションとは、話すスピードや視線の動かし方な
ど、テクニックに関するスキルや、最近ではパソコンを使った
発表がプレゼンテーションであると考えられることも多い。テ
クニックやツールもプレゼンテーションの一要素であるが、
最も重要なのは「何をどのように伝えるか」である。生徒のコ
ミュニケーション力の養成のため、生徒が自分の考えを正し
くわかりやすく相手に伝えられようになるグループワークの
手法を用いたプレゼンテーションの習得法と共に、パソコン
を使ったプレゼンテーションの基礎についても学ぶ。

上村　和美（人間科学部教授・学部長） 兵庫県尼崎市 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 40人

令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508272号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
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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関西国際大学
【選択】健康に生きるための医療
リテラシー教育

iPS細胞やゲノム編集技術などバイオテクノロジーの進展は
目覚ましく、農業、医療、エネルギー分野への応用が進んで
います。学校教育においても新たな内容が追加され、がん
教育を含む健康教育の重要性が高まっています。本講習で
は、話題となっているバイオテクノロジーや感染症、がん教
育などについて基本的な内容を分かりやすくお伝えし、議論
の場を提供します。

谷口　一也（教育学部准教授） 兵庫県尼崎市 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 90人
令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508273号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学
【選択】教育の情報化と学校現場
でのICT活用と情報モラル教育の
重要性について

本講習では、まず、近年の情報通信技術動向の変化、およ
び、わが国における「教育の情報化」に対する方向性や課
題について概説していきます。その後、学校現場でのICT活
用に関する現状や事例を参考にしながら、ご自身の担当授
業を想定した活用方法について案を考えてグループで討議
して頂きます。また、デジタル・ネイティブ世代と呼ばれる現
在の子供（＋保護者）たちに対する情報モラル教育の重要
性の指導についても検討していきます。

山下　泰生（経営学部教授・副学長）
中嶌　康二（教育学部　講師）

兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月6日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 70人
令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508274号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学 【選択】遊びを生かした体育指導

小学校における体育授業の現状を踏まえ、課題のひとつで
ある低学年の体育指導を取り上げ、幼保における「遊び」を
どのように反映させるべきかについて、具体的な教材の開
発を通して考えます。講義と演習（簡単な実技）における教
材の開発や授業を具体的に構想することを通して、体育科
教育に関する理論的・実践的力量の形成を図ります。

大平　誠也（教育学部准教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月8日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 70人

令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508275号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学
【選択】特別支援教育における現
状と課題

特別支援教育は、障害者の権利に関する条約署名や障害
者差別解消法成立を受けて、障害のある幼児児童生徒一
人一人に応じた「合理的配慮」のもと、よりいっそう充実させ
ていくことが求められている。本講習では、「合理的配慮」に
ついてまず確認し、その後、学校現場での学習上の問題や
行動上の問題、就学・進学の問題などへの対応について考
える。また、幼児児童生徒の教育の骨子となる個別の教育
支援計画・個別の指導計画の作成と適用についても講義す
る。

梶　正義（人間科学部准教授） 兵庫県尼崎市 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 90人
令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508276号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学
【選択】総合的な学習の時間指導
法

総合的な学習の時間は、学校が地域や学校、児童生徒の
実態等に応じて、教科等の枠を超えた横断的・総合的な学
習と同時に探求的な学習や協働的な学習とすることが重要
とされてきました。今回の講習では、これまでの総合的な学
習の時間の成果や課題をあきらかにしながら、学習活動例
を紹介したいと思います。グループワークを取り入れなが
ら、教材作成や議論の場を提供します。

松尾　和宣（教育学部准教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 90人

令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508277号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学
【選択】コミュニケーション能力の
育成について

社会人に必要な能力として多くの人がコミュニケーション能
力を挙げるが、そもそもコミュニケーション能力とはどういう
ものであるのか。講習では、コミュニケーション能力とは何
か、どのようにすることで育成できるかについて考察する。
適宜ワークショップを採り入れる。講師による高等学校、大
学等での実践を基にした内容を主とするが、教育課程の連
続性を重視する観点から、幼・小・中・高の全教諭および養
護教諭を受講対象とする。

荒瀬　克己（大谷大学　文学部教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月4日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 90人
令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508278号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html
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種
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関西国際大学
【選択】学校教育の現状と課題＋
幼児の事実からの学びを考える

近年、急速な少子化の進行や核家族化等の社会の変化を
背景として、家庭や地域社会の教育力の低下や深刻な子ど
もの事件等が発生し、また、それに伴い、子どもたちの教育
の充実や子育て支援の質の充実が求められている。こうし
た教育に関わる諸課題にどのように対応していけばよいの
かを様々な角度から考えてみたい。幼児期の事実の記録方
法や幼小接続の課題についても取り上げる。

中橋　美穂（大阪教育大学　教育学部准教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月7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 90人

令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508279号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学
【選択】少年非行の現状と指導の
あり方

最近の非行の特徴や原因、非行少年の特徴について理解
するとともに、具体的な事例に対する指導について討議しな
がら、非行のある子どもに対する指導のあり方等について
研究する。

坂野　剛崇（人間科学部教授） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年8月6日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 90人
令和2年5月8日～
令和2年5月14日

令02-
30474-
508280号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西福祉大学
【選択】幼小連携カリキュラム工
夫Ⅰ

小学生に対する教科指導上の課題について，幼児期の教
育との連携の視点も踏まえて講義する。また，教科指導だ
けでなく生徒指導上の課題についても解決を目指しながら，
新学習指導要領に沿って教育を行うにあたって教員に求め
られる資質・能力の育成を目指す。

加藤　明（教育学部教授）
金子　美里（教育学部講師）
服部　紗代子（教育学部助教）

兵庫県赤穂市 6時間 令和2年8月18日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,500円 50人

令和2年4月17日～
令和2年6月22日

令02-
30475-
507334号

0791-46-2846
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

関西福祉大学
【選択】幼小連携カリキュラム工
夫Ⅱ

幼稚園と小学校の接続の課題解決をカリキュラム開発によ
り解決する方法について，受講生の勤務校・園における問
題点から課題を明確にする。はじめに，「スタートカリキュラ
ム」を取り上げる。次に，幼稚園におけるアプローチカリキュ
ラムを取り上げる。アプローチカリキュラムでは，健康領域
及び表現領域を対象としたワークショップを行い，幼稚園で
の指導案の作成や指導計画案作成を通して実践のための
知識・技能の取得を図る。スタートカリキュラムは，生活科を
取り上げ，入学式をスタートとして，学校での出会いや学校
施設の関わり方などの実践事例を紹介しながら，日頃の実
践に役立つ指導計画から知識・技能の習得を図る。

小川　温子（教育学部准教授）
木原　加代子（教育学部准教授）
小野間　正巳（教育学部教授）

兵庫県赤穂市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,500円 40人

令和2年4月17日～
令和2年6月22日

令02-
30475-
507335号

0791-46-2846
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

関西福祉大学 【選択】幼児を育む保育実践

幼児の生活は養護と教育が一体化したものである。養護面
では「食」を取り上げ、園所での食育実践のポイントを講義と
簡単な実践を交えて行う。教育面では「絵画」に焦点をあて
実際に絵画製作をすることで、幼児が面白いと感じる絵画
技法を学ぶ。

廣　陽子（教育学部准教授）
中道　美鶴（教育学部教授）

兵庫県赤穂市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,500円 30人
令和2年4月17日～
令和2年6月22日

令02-
30475-
507336号

0791-46-2846
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

関西福祉大学
【選択】幼児・児童の生活と生体
のリズム感

本講習では、①保健学的な立場から、子どもの発達にとっ
て望ましい生活リズムの形成について解説するとともに、②
子どもの感性を育み、情操を豊かにするための生活の中で
の音楽の活用方法について実践的に学びます。①について
は、主に講義形式で、②は演習形式で展開します。

服部　伸一（教育学部教授）
木原　加代子（教育学部准教授）

兵庫県赤穂市 6時間 令和2年8月21日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,500円 20人

令和2年4月17日～
令和2年6月22日

令02-
30475-
507337号

0791-46-2846
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

関西福祉大学 【選択】学校におけるヘルスケア

近年の食物アレルギーの現状と課題について講義する。学
校におけるアナフィラキシー発症時の観察ポイントと、アドレ
ナリン自己注射薬（エピペン）の取り扱いや緊急時の対応に
ついてシミュレータを用いて演習を実施する。基礎的なアセ
スメントからエピペンの実施体験まで、誰でも不安なく対応
の習得ができるよう授業を展開する。

池永　理恵子（教育学部教授）
鈴木　みちる（教育学部助教）

兵庫県赤穂市 6時間 令和2年8月21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

6,500円 40人
令和2年4月17日～
令和2年6月22日

令02-
30475-
507338号

0791-46-2846
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

関西福祉大学
【選択】体育・スポーツの危機管
理について

体育および課外活動において発生する可能性のあるスポー
ツ傷害についての基礎的理論を学び、その発生要因を対象
者の状況別に分類し、グループワークを通じて予防と対処
方法について検討する。また、本講習においては、実際の
スポーツ現場で指導者等の管理者に必要とされる実践的な
知識やスキルの学習に重点を置く。

吉岡　哲（教育学部准教授）
山本　浩二（教育学部准教授）

兵庫県赤穂市 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

6,500円 30人
令和2年4月17日～
令和2年6月22日

令02-
30475-
507339号

0791-46-2846
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

関西福祉大学
【選択】特別な配慮が必要な子ど
もへの指導・援助の工夫

特別な配慮が必要な子どもの特性および保育や教育上の
配慮や指導の工夫について講義やワークを通して学ぶ。そ
の際、特別な配慮が必要な子どもとはどのような子どもなの
か、また幼児期・児童期・思春期といったライフステージで表
出する子どもの課題・問題等についても理解を深める。

米倉　裕希子（教育学部准教授）
三木　澄代（教育学部准教授）

兵庫県赤穂市 6時間 令和2年8月19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

6,500円 50人
令和2年4月17日～
令和2年6月22日

令02-
30475-
507340号

0791-46-2846
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

関西学院大学
【選択】経営学からみた組織マネ
ジメントの考え方

本講習では経営学の観点から、組織マネジメントについて
学んでいく。具体的には、管理職の機能、戦略の策定と実
行、組織マネジメントの古典から学ぶ理論、モチベーション
の諸理論（マズローの欲求階層説から、目標設定理論まで）
とリーダーシップ(特性論、行動論、状況論の歴史的発展
等)、および実践共同体(学びのコミュニティ)の構築と運用に
ついて講義する。

松本　雄一（商学部教授）
浦野　充洋（商学部准教授）
森谷　周一（商学部助教）
貴島　耕平（商学部助教）

兵庫県西宮市 6時間 令和2年7月20日 教諭
中学校・高等学
校教諭（社会科・
公民科・商業科）

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年5月11日

令02-
30476-
508942号

0798-54-6108
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

関西学院大学
【選択】チームアプローチと校内
ケース会議

いじめ、不登校、児童虐待、発達障害など、学校では子供た
ちを取り巻く様々な問題に直面する。その対応には校内お
よび地域の機関等とのチームアプローチが求められる。この
講習では、上記のようなさまざまな問題に対応するための
チームアプローチの考え方について学ぶ。ケース会議を有
効に利用することでチームアプローチは促進される。そこ
で、校内ケース会議のモデルである、「問題解決型ケース会
議」を紹介する。模擬会議に参加し、体験的に学ぶ。

馬場　幸子（人間福祉学部准教授） 兵庫県西宮市 6時間 令和2年7月21日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年5月11日

令02-
30476-
508943号

0798-54-6108
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

関西学院大学
【選択】キリスト教の歴史における
三つの謎を考える

キリスト教の歴史における三つの謎を取りあげて、それぞれ
の専門から現在の学説を紹介しながら複眼的に解いてい
く。まず古代ローマ帝国に誕生したキリスト教が、なぜ定着
し、国教となることができたのか。第二は、宗教改革はマル
ティン・ルターの純粋な神学的問題からはじまったにもかか
わらず、なぜ成功することができたのか。そして第三は、日
本におけるキリスト教はなぜ１パーセントを超えることができ
なかったのか。

土井　健司（神学部教授）
小田部　進一（神学部教授）
岩野　祐介（神学部教授）

兵庫県西宮市 6時間 令和2年7月28日 教諭
中学校・高等学
校教諭(社会科・

地理歴史科）
6,000円 40人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

令02-
30476-
508944号

0798-54-6108
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

関西学院大学
【選択】旧制中学校に学ぶ空間図
形

今日の数学教育では空間図形を体系的に学習し、問題解
決に活かすという機会は少ない。旧制中学校では空間図形
の平面への作図（主として投影図）と円錐曲線を結び付ける
など、斬新な試みが行われていた。これらを学ぶとともに、
実際に円錐を切断した立体模型を作成するなど、今日の授
業につながる教材作りも行う。

片岡　啓（教職教育研究センター教授） 兵庫県西宮市 6時間 令和2年7月29日 教諭
中学校・高等学
校教諭（数学科）

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年5月11日

令02-
30476-
508945号

0798-54-6108
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

関西学院大学 【選択】所得再分配を考える

財政の３つの役割とは①最適資源配分、②所得再分配、③
景気の安定化であり、所得再分配は政府の行うべき重要な
仕事である。現在の日本において所得格差はどのように
なっているのであろうか、適切な所得再分配に基づいて所
得格差は是正されているのであろうか。本講義では所得格
差とは何かから論を始め、それに関連する税制、社会保障
制度を解説する。

安岡　匡也（経済学部教授） 兵庫県西宮市 6時間 令和2年7月31日 教諭
中学校・高等学
校教諭（社会科・

公民科）
6,000円 40人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

令02-
30476-
508946号

0798-54-6108
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

関西学院大学
【選択】多様化する時代における
地域の文化と文化地理学

地域的な多様性やダイバーシティの問題は，近年，研究・教
育の分野においても極めて重要なテーマとなっています。講
座では，さまざまなレベルの文化的多様性をどのように考え
ていくか，ということについて，地域環境と文化をめぐるかつ
ての地理学の議論や，ジェンダーやホームをテーマとした近
年の文化地理学の議論などを参照しながら考えていきま
す。

濱田　琢司（文学部教授） 兵庫県西宮市 6時間 令和2年8月4日 教諭
中学校・高等学
校教諭（社会科・

地理歴史科）
6,000円 40人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

令02-
30476-
508947号

0798-54-6108
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

関西学院大学
【選択】子どもの3つのLIFEを支え
る睡眠を中心とした生活臨床（生
活の立て直し）

夜型社会の進行による子どもの生活習慣の変化（崩眠）は、
食環境・対人関係・メディア利用などと関連し、生活全体や
心身の健康と発達に影響を与えている。本講習では、乳幼
児・小中高生対象の生活実態調査の結果と睡眠健康教育
の実践内容などをもとに、睡眠を中心とした生活の立て直し
（生活臨床）の意義とその具体的方法を、食生活のあり方と
も関連させて保健指導・生徒指導・育てるカウンセリング・特
別支援教育の視点から検討する。

小谷　正登（教職教育研究センター教授） 兵庫県西宮市 6時間 令和2年8月5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 60人
令和2年5月1日～
令和2年5月11日

令02-
30476-
508948号

0798-54-6108
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

関西学院大学
【選択】協同（人間関係、集団）に
着目する学習の進め方

戦後のわが国における小・中・高の教育現場では、授業を
はじめ学級経営の実践場面で、子ども同士の人間関係に着
目して、学級集団、学習集団、集団学習、小集団学習、協同
学習、バズ学習などのネーミングのもと、さまざまな学習や
活動が展開されてきた。本講義では、こうした学習の成果や
課題を概観するとともに、今日求められている協同学習の
実践の具体的な進め方等について、実践例等も紹介しなが
ら講義を進める。

南本　長穂（京都文教大学　臨床心理学部教
授）
高旗　浩志（岡山大学　教師教育開発センター
教授）

兵庫県西宮市 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

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年5月11日

令02-
30476-
508949号

0798-54-6108
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

関西学院大学
【選択】障がいのある子どもの理
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（教育学部教授） 兵庫県西宮市 6時間 令和2年7月22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、特別支
援学校教諭、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年5月11日

令02-
30476-
508950号

0798-54-6108
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

関西学院大学
【選択】乳幼児の発達・保育と児
童期以降の教育・学習

講義の前半では、発達心理学の理論や近年の研究を学
び、保育における遊びや生活を通した乳幼児の認知発達、
社会性・道徳性発達をとらえ、保育者による一人ひとりに応
じた適切な援助のあり方について事例を交えながら学ぶ。
後半では、児童期以降の教育と学習のありかた（教授法と
学習効果など）に関して、教育・認知・発達心理学の観点か
ら考える。グループに分かれディスカッションを行う時間も設
ける。

橋本　祐子（教育学部教授）
金田　茂裕（教育学部准教授）

兵庫県西宮市 6時間 令和2年7月28日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 40人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

令02-
30476-
508951号

0798-54-6108
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

関西学院大学
【選択】幼児・児童における造形
活動

子どもにとって造形表現、図画工作、美術の体験は成長過
程に非常に重要な要素、「生きる力」を含んでいる。H29年に
公示された、各種の指針、教育要領、指導要領では子ども
の育成を目指す資質・能力が明確化された。そうしたことも
踏まえ、本講義では幼児からの造形活動の発達を解説し、
紙を主に使った実技研修を行う。

栗山　誠（教育学部教授） 兵庫県西宮市 6時間 令和2年7月29日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
7,500円 40人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

令02-
30476-
508952号

0798-54-6108
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

関西学院大学
【選択】人と機械のインタラクショ
ンのための情報数学

情報技術の進歩により，人と機械のインタラクションが多様
化し，その仕組みを導入した人の支援の可能性も広がって
います．この背景には，人の知的な情報処理を模倣したり，
人の様子を把握したり，人に情報を提示したりするための情
報数学が重要となります．本講習では，まずニューロロボ
ティクスを題材に講義を行った後，人との情報のやり取りの
ためのメディア処理として，画像とCGに関する講義・演習を
実施します．

山本　倫也（理工学部教授）
角所　考（理工学部教授）
川端　豪（理工学部教授）
工藤　卓（理工学部教授）

兵庫県三田市 6時間 令和2年8月3日 教諭
中学校・高等学
校教諭（数学科・

情報科）
6,000円 40人

令和2年5月1日～
令和2年5月11日

令02-
30476-
508953号

0798-54-6108
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

神戸松蔭女子学
院大学

【選択】幼児教育の今日的課題

我が国の教育政策や世界の教育の動向、また乳幼児の発
達に関する最新の研究成果を踏まえ、多様な環境の変化に
対応し、未来を切り開く力を育てるための具体的な指導法に
ついて考える講座である。
「乳幼児の発達」、「保育の歴史・制度的課題」、「乳幼児の
表現」等にまつわるテーマから、創造的な教育の在り方、教
育内容とは何かについて、実践を交えて検討してゆく。

奥　美佐子（教育学部教育学科教授）
寺見　陽子（教育学部教育学科教授）
井上　知子（教育学部教育学科教授）
奥村　正子（教育学部教育学科准教授）
垂髪　あかり（教育学部教育学科講師）
林　悠子（佛教大学　社会福祉学部社会福祉学
科准教授）

兵庫県神戸市 18時間
令和2年8月4日～
令和2年8月6日

教諭 幼稚園教諭 15,000円 40人
令和2年6月1日～
令和2年6月15日

令02-
30487-
509304号

078-882-6150
https://www.shoin.ac.jp
/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

神戸親和女子大
学

【選択】児童生徒の確かな読書力
アップを目指す指導法

　児童生徒の読解力が改めて大きな課題となっています。こ
のような現状を踏まえ、学校現場で子どもたちの読書理解
力・表現力を高めていく指導方法についてスキルアップを行
います。具体的には、児童生徒の読書の意義について詳し
く考察し、次には読み聞かせとビブリオトークについて、講義
と演習を実施します。図書館の司書レベルを目指してスキ
ルアップしましょう。

笹倉　剛（文学部教授） 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（国

語）、高等学校教
諭（国語）

6,000円 15人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
30491-
507874号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】「特別の教科　道徳」の魅
力ある授業実践へ向けて

　小中学校の道徳の時間が 「特別の教科　道徳」 に変更さ
れました。 教科となるその重みを鑑みて、心豊かな子どもを
育てる ｢道徳｣の授業実践をじっくりと学びましょう。小中高
連携の観点から、高等学校教諭も対象とします。

廣岡　義之（発達教育学部教授） 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 15人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
30491-
507875号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】心と身体を育てる運動遊
び

　近年の子どもの置かれている状況を踏まえ、身体・心の発
育発達につながる運動あそびを体験します。身近な物での
運動あそびを知り、その時の指導者としての関わり方の違
いにより育つものの違いを感じます。その後実際の子どもの
様子をDVDなどで確認します。そこからこれからの教育・保
育現場での子どもとの関わり方を学びます。

越智　正篤（発達教育学部非常勤講師） 兵庫県神戸市 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4月16日～
令和2年5月7日

令02-
30491-
507876号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】児童文化財から考える保
育・幼児教育から就学期への円
滑な移行について

　新しい「幼稚園教育要領」および「学習指導要領」において
重視されていることを整理し、子ども達の保育・幼児教育か
ら就学期への円滑な移行について考察を深めます。考察を
深めるにあたって、本講習では児童文化財を手がかりとしま
す。

高橋　一夫（発達教育学部教授） 兵庫県神戸市 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4月16日～
令和2年5月7日

令02-
30491-
507877号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】一人一人を生かす特別支
援教育の充実をめざす(幼)

　特別な支援を必要とする子どもが感じている困り感を理解
し、適切な支援について考えましょう。具体的な事例から、
当事者やその子どもをとりまく人々（ともだち、保護者）に対
する支援のあり方について、講義とグループワークを通して
学びます。

佐藤　智恵（発達教育学部准教授） 兵庫県神戸市 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16日～

令和2年5月7日

令02-
30491-
507878号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】江戸俳諧文化の楽しみ
－松尾芭蕉「奥の細道」を中心に
－

１　芭蕉の人生と、『奥の細道』を中心とする彼の俳諧の世
界についての基本的知識を得る。
２　貞門、談林を中心とする、近世俳諧の流れ、動向につい
て知る。
３　図書館を利用したグループワーク、ディベート、他教科
（本講座では、社会科）と関連付けた実習により、授業改善
に向けたヒントを見出す。
４　新学習指導要領に示された、古典の扱いについて確認
する。

溝口　繁美（文学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校教諭（国

語）、高等学校教
諭（国語）

6,000円 10人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
30491-
507879号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】中高生の授業のための面
白数学四話（高校数学を超えた
あたり）

　90分×4回で、身近な整数、無理数から始まり、フェルマー
の定理（n＝４）、三次方程式、オイラーの公式を素材として、
高等学校数学を超えたあたりの数学に触れることにより、①
数学の興味関心を持たせる授業、②生徒に考える喜びを与
える授業、③生徒の粘り強さと発想力を導く授業、④生徒の
感動をよぶ授業について考える機会とします。　
　なお、各回、基礎的な数学に関するテストを行い、講習の
評価とします。（ただし、内容は、難問ではなく、誰でも興味
のもてるような発想重視の問題を扱います。）

冨田　哲浩（発達教育学部教授） 兵庫県神戸市 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 10人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
30491-
507880号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

神戸親和女子大
学

【選択】一人一人を生かす特別支
援教育の充実をめざす（小中高）

　特別な教育的ニーズのある幼児・児童・生徒・学生への
「合理的配慮」の提供が各段階で行われ定着が図られよう
としています。この講習では、特別な教育的ニーズのある子
どもたちを支援する視点から、「インクルーシブ教育システ
ム」「新しい学習指導要領における特別支援教育」「通常の
学級におけるユニバーサルデザインの支援」について、概
括的な内容を紹介し、日々の教育実践につながる具体的な
スキルについても述べたいと考えています。

紅山　修（発達教育学部教授）
銀屋　伸之（発達教育学部教授）

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
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
30491-
507881号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】幼児期・児童期にふさわ
しい保育と授業

　子どもの生活に即した活動や体験を通して「自然認識・社
会認識の芽」を育てます。保育・幼児教育との連携を図りつ
つ、小学校生活への適応と子どもたちの生活環境の課題等
について把握し、その改善策を考察します。その上で、幼児
期・児童期に相応しい環境・生活科教育について実践的に
深めていきます。同時に、新しい保育所保育指針・幼稚園教
育要領・幼保連携型認定こども園教育・保育要領・小学校学
習指導要領に示された保幼小連携の現状と課題を追究し、
よりよい連携のあり方を探っていきます。

山田　希代子（発達教育学部准教授）
高橋　一夫（発達教育学部教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月20日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月7日

令02-
30491-
507882号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】子どもへの言葉かけ・励
まし方・諭し方　～応用行動分析
からの一提案～

　保育者の言葉かけは、子どもへの直接的な影響力も大き
く、保育の質を左右すると言われるほど、大変重要な役割を
担っています。本講座では、心理学の立場から、「言葉か
け」について再考します。保育・教育の技法としての「言葉か
け」、コミュニケーションとしての「言葉かけ」など、いくつかの
観点から考察します。応用行動分析以外にも、心理学から
導き出されたいくつかの理論や技法を時間の許す範囲で紹
介したいと思います。

権藤　眞織（発達教育学部講師） 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 20人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
30491-
507883号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】脳を育てるリズム遊び

　リズムトレーニング（リズムジャンプ）は、幼児からプロアス
リートまで展開されている、新しい運動プログラムです。体験
すると、「楽しい、もっとしたい」という声が聞こえてきます。
キーワードは、リズム感、しゅんぱつ力、体幹など運動面の
育ちと、見る力、聴く力、協同する力など心の育ちにもつな
がります。
　「楽しい、もっとしたい！」を、どう保育の中で展開して、新
幼稚園教育要領、非認知能力の育ちにつながるか、自ら動
いて体験し、保育力につなげていきましょう。

津田　幸保（美作大学　生活科学部准教授）
植山　佐智子（発達教育学部教授）

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 20人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
30491-
507884号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】スポーツレクリエーション
から学ぶ健康運動

　これまで20歳代頃をピークに身体的能力（身体的要素や
体力的要素など）は徐々に低下することが明らかとなってい
る。そのため生涯にわたって運動やスポーツを実践すること
は非常に重要な課題であり、健康を維持・増進させるための
多角的な視点（方法）が必要である。そこで特殊な道具や大
がかりな準備が必要のないスポーツレクリエーションワーク
（ご当地体操、レクリエーション活動など）を通して、年齢や
性別および障がいの有無に関わらず、楽しく、安全に取り組
むことができる内容の運動について学びましょう。

宮辻　和貴（発達教育学部准教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月21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 10人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
30491-
507885号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】「思考力・判断力・表現
力」を鍛える国語科授業づくり

　『学習指導要領』において「思考力・判断力・表現力」の育
成が求められる。それを国語科の授業でどう図るか。その
授業のあり方として『学習指導要領』では『主体的・対話的で
深い学び』の実現が強調されるが、その理論と具体的な実
践方法を、「抽象化・具体化」と「《類似》による接続」のふた
つの思考法を軸に講義と演習を通して明らかにする。

齋藤　隆彦（発達教育学部教授） 兵庫県神戸市 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（国語）

6,000円 10人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
30491-
507886号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/
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令和２年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

神戸親和女子大
学

【選択】科学への関心を育てる理
科実験と観察

  科学への関心を育てる理科実験と自然観察の意義と方法
について考えます。子どもたちが興味をもって学び、楽しく豊
かに自然を認識することにつながる実験・観察を紹介し、明
日からの授業に役に立つ教材・教具の製作をとおして、実
践的に学びます。

觜本　格（発達教育学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,500円 15人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
30491-
507887号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】子どもの豊かな感性を引
き出す音楽表現活動

　子どもが、思ったことや感じたことを自由に声や音にして表
現するためには、保育者自身が豊かな感性を持って子ども
の表現を受け止め、認めることが大切である。乳児期・幼児
期の発達を理解した上で、子どもと保育者が共に心を解放
できる音楽表現活動を探る。また、その活動を支えるために
必要な音楽的なスキルを学ぶ。

高　奈奈（発達教育学部講師） 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 20人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
30491-
507888号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】改めて考える造形表現指
導の基礎・基本

　過程を重視する造形表現指導について考察し、造形表現
の意義や内容、子どもと造形表現についての学びを深めま
す。具体的には材料や道具、行為から造形表現の題材研
究を行い、それらを基にグループ討議をすることで、受講生
自身の造形表現指導の基礎・基本について改めて考えてい
きます。

須増　啓之（発達教育学部講師） 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 20人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
30491-
507889号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】子どもの育ちと環境

　様々な保育実践エピソードを中心に、遊びの中で育つ豊
かな学びについて考察します。また、子どもが夢中になって
遊ぶ環境にどの様な意味があるのかについても、グルー
プ・ディスカッションを中心に検討していきます。さらには、子
どもを捉える視点と保育の質についても探究していきます。

猪田　裕子（発達教育学部准教授） 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 20人
令和2年4月16日～

令和2年5月7日

令02-
30491-
507890号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

園田学園女子大
学

【選択】養護活動の実践力を高め
る

養護教諭の職務に関わる専門領域として、「看護学」「学校
保健」「救急処置の対応」及び「養護学」「ウエルネス」「食事
と健康科学」「生徒指導の現状と課題」等について取り上
げ、今日的課題について、対面的にその実践力を高めるこ
とを目的とする。

末廣　豊（人間健康学部教授）
角田　知恵美（人間健康学部准教授）
藤澤　政美（人間健康学部教授）
堀田　博史（人間健康学部教授）
小田桐　良一（人間健康学部教授）
近藤　照敏（人間健康学部教授）
野口　佳子（桃山学院教育大学　教育学部准教
授）
澤田　浩（人間健康学部准教授）
磯田　宏子（帝塚山大学　非常勤講師）
江嵜　和子（人間健康学部教授）

兵庫県尼崎市 18時間
令和2年8月19日～
令和2年8月21日

養護教
諭

養護教諭 18,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月29日

令02-
30495-
508610号

06-6429-9904
(内線： 2102)

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

園田学園女子大
学

【選択】幼稚園・小学校教諭の実
践力の再構築

本講座は、幼稚園・小学校教諭としての今日的課題につい
て、多方面からその実践力を高めることを目的とする。特に
教育現場で問題とされる事例研究を通して、保護者・子ど
も・教職員とのかかわりについて考察を深める。同時に、ク
ラス経営・情報機器の活用・子育て支援のあり方についても
その理解を深め、実践力を高める。

廣岡　正昭（人間教育学部教授）
衣笠　知子（人間健康学部教授）
中村　泰介（幼児教育学科准教授）
倉科　勇三（幼児教育学科教授）
堀田　博史（人間健康学部教授）
小田桐　良一（人間健康学部教授）
中井　豊（関西大学　非常勤講師）
高井　照隆（高井音楽事務所　代表）
野口　佳子（桃山学院教育大学　教育学部准教
授）
中島　敦子（人間健康学部教授）
石井　稔（人間教育学部准教授）

兵庫県尼崎市 18時間
令和2年8月19日～
令和2年8月21日

教諭
幼稚園・小学校

教諭
18,000円 50人

令和2年4月20日～
令和2年5月29日

令02-
30495-
508611号

06-6429-9904
(内線： 2102)

http://www.sonoda-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

姫路獨協大学
【選択】身体と文化～人間を考え
る～

本講義では、「身体」および「文化」の2つの観点から、人間
が持っている文化心理的行動や身体感覚について教授す
る。
講義形式とし、午前は「身体感覚」について、「日本・中国・
英語圏」の３つで比較し、午後は「ハロー効果」および「プラ
シーボ効果」について、日本昔話「聞き耳頭巾」や諸外国の
例示を用いて、「信心（心理的感覚）」について講義し、日本
と諸外国との相違について学ぶことを目的とする。

奥田　寛（人間社会学群教授） 兵庫県姫路市 6時間 令和2年8月1日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭向け

6,000円 40人
令和2年5月8日～
令和2年5月13日

令02-
30498-
507211号

079-223-9158
(内線： 2240)

http://www.himeji-
du.ac.jp/

姫路獨協大学 【選択】暮らしの中の数理

暮らしの中の身近な問題から、それらの奥に潜む数理を取
り出し、真に必要な基礎学力とは何かを考える。『暮らしの
安全を支える－暗号理論と「余り」の数学』、『学校教育（中
学・高校）で扱う確率・統計』、『オープンソースソフトウエア
の活用』の３つのテーマに取り組む。３つ目のテーマでは、こ
の講習によってオープンソースが学校で有効に活用され、
教育現場での仕事の質と効率がより一層向上することを目
指す。

山岸　規久道（人間社会学群教授）
秋本　義久（人間社会学群教授）
杉山　武司（人間社会学群教授）

兵庫県姫路市 6時間 令和2年8月2日 教諭

中学校教諭（数
学・理科）、高等
学校教諭（数学・
理科・情報・工

業）向け

6,000円 40人
令和2年5月8日～
令和2年5月13日

令02-
30498-
507212号

079-223-9158
(内線： 2240)

http://www.himeji-
du.ac.jp/

姫路獨協大学
【選択】アダプテッドスポーツを学
ぶ

アダプテッドスポーツ（Adapted Sports）とは、スポーツの
ルールや用具を実践者の「障がいの種類や状況に合わせ
たスポーツに適応させるスポーツ」という意味です。本講習
では、校種別における健康とスポーツ活動・運動についての
考え方を理解し、アダプテッドスポーツを実践することにより
特別な支援が必要な子どもを理解することで、インクルーシ
ブ教育にも対応でき、学校現場での適切な指導ができるよう
にすることを目的とする。

小田　慶喜（医療保健学部教授） 兵庫県姫路市 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
支援学校教諭、
養護教諭向け

6,000円 60人
令和2年5月8日～
令和2年5月13日

令02-
30498-
507213号

079-223-9158
(内線： 2240)

http://www.himeji-
du.ac.jp/

姫路獨協大学
【選択】ストレスの科学と健康に
ついて

現代はストレス社会であり、学校においても教員だけでなく
生徒にもストレス関連疾患が増加しており、問題となってい
る。講座ではストレスが生体に及ぼす影響について基本的
な知識を修得し、ストレスが要因となる疾患と治療薬、ストレ
スマネジメント、ストレスの対処方法について学ぶことを目的
とする。

杉本　由美（薬学部教授）
児玉　典子（神戸薬科大学　准教授）

兵庫県姫路市 6時間 令和2年8月3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

教諭向け

6,000円 50人
令和2年5月8日～
令和2年5月13日

令02-
30498-
507214号

079-223-9158
(内線： 2240)

http://www.himeji-
du.ac.jp/

姫路獨協大学
【選択】プログラミング教育の現
状と展望

今日、ICTを活用できる能力は、社会生活にとって不可欠な
ものとなってきている。本講習では、新学習指導要領で必修
化されたプログラミング教育を中心に、先行的な取り組み等
のプログラミング教育のカリキュラム等の紹介と、子ども向
けプログラミング言語Scratchによるプログラミング体験実習
を行う。講習を通してプログラミング教育の意義や、各教科
でどのように活用できるかを考える。

佐野　智行（人間社会学群教授）
園田　浩一（人間社会学群准教授）
星野　未幸（非常勤講師）

兵庫県姫路市 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
校教諭、高等学

校教諭向け

6,000円 35人
令和2年5月8日～
令和2年5月13日

令02-
30498-
507215号

079-223-9158
(内線： 2240)

http://www.himeji-
du.ac.jp/

姫路獨協大学
【選択】生徒指導(生活指導を含
む。）

昨今の学級経営において、生徒指導の難しさが際立ってい
る。家庭の教育力が低下している中、小学校、中学校、高等
学校においていかに指導し、健康的な学校生活を送らせる
ことができるのか、先生方と一緒になって考え、議論してより
良い考えを導き出すように努める。

平岡　清志（人間社会学群教授）
三枝　俊也（学校法人日ノ本学園高等学校　参
与・教諭）
横内　惠（兵庫県教育委員会播磨西教育事務
所教育振興課　スーパーティーチャー）

兵庫県姫路市 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、養護

教諭向け

6,000円 80人
令和2年5月8日～
令和2年5月13日

令02-
30498-
507216号

079-223-9158
(内線： 2240)

http://www.himeji-
du.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

姫路獨協大学 【選択】法教育を考える

裁判員制度の導入、選挙権年齢・成年年齢の引き下げ、あ
るいは国内における外国人の人権問題など、私たちの身の
回りでは多種多様な法的問題が生じている。それゆえ、学
校教育における「法教育」の重要性は、今後ますます高まっ
ていくものと考えられる。
小・中・高の段階において、どのようにして児童・生徒に「法」
について教育していくべきかを、公法（憲法等）、国際法、民
事法、刑事法に関する具体的なケースを素材としながら、講
義、ディスカッションあるいはロールプレイを通して、受講者
のみなさんと共に模索してみたい。

小林　直樹（人間社会学群教授）
吉原　司（人間社会学群准教授）
永田　泰士（人間社会学群准教授）
福山　好典（人間社会学群准教授）

兵庫県姫路市 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
学校教諭向け

6,000円 30人
令和2年5月8日～
令和2年5月13日

令02-
30498-
507217号

079-223-9158
(内線： 2240)

http://www.himeji-
du.ac.jp/

姫路獨協大学
【選択】からだを理解する楽しさを
学ぶ

本講習では、運動不足による生活習慣病の予防を教育現
場で展開できるように予防医学の知識を理解し実践すること
により、からだを理解する楽しみを身につける。運動生理学
の基礎を教育現場に積極的に活かすために①体脂肪の測
定によりからだの状態を知る。②運動の強度を心拍数で計
測することを理解する。③運動の理解を日常生活で活かす
試みを考える。④からだを理解する楽しさをまとめる。などの
取り組みを理解し、積極的に実践できる試みを考える。

小田　慶喜（医療保健学部教授） 兵庫県姫路市 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5月8日～
令和2年5月13日

令02-
30498-
507218号

079-223-9158
(内線： 2240)

http://www.himeji-
du.ac.jp/

姫路獨協大学
【選択】身体障害及び発達障害の
捉え方と支援方法について

本講習では、教育の現場において対象となる身体障害、発
達障害の捉え方とその支援方法について理解し、対象児の
自立や社会参加に向けた具体的な対応を実践できることを
目的とする。講習の内容としては、身体障害、発達障害とは
どのような障害であるのか、様々な疾患とともにその支援方
法について紹介する。さらに、日常生活で使用する自助具
や環境設定についても紹介し、就学支援の一助となる知識
と技術を得ることを期待する。

村井　弘育（医療保健学部教授）
石浦　佑一（医療保健学部准教授）

兵庫県姫路市 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、特別
支援学校教諭、
養護教諭向け

6,000円 40人
令和2年5月8日～
令和2年5月13日

令02-
30498-
507219号

079-223-9158
(内線： 2240)

http://www.himeji-
du.ac.jp/

姫路獨協大学
【選択】ICTを活用した授業教材
の利用法

学校教育におけるＩＣＴ環境の導入・整備が進んでいる中
で、授業におけるＩＣＴ環境での教材活用の考え方・手法に
ついて講義演習をおこなう。情報機器やネットワークの整備
が進む教育環境で、ＩＣＴを活用した授業の事例や演習を通
してその有効性や活用方法について考える。黒板とチョーク
とデジタル化された学習教材の効果的な利用法について具
体的な機器操作も含めて実習をおこなう。

佐野　智行（人間社会学群教授）
園田　浩一（人間社会学群准教授）
野口　義栄（非常勤講師）

兵庫県姫路市 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、高等学

校教諭向け

6,000円 35人
令和2年5月8日～
令和2年5月13日

令02-
30498-
507220号

079-223-9158
(内線： 2240)

http://www.himeji-
du.ac.jp/

姫路獨協大学
【選択】「保育の新しさ」とは何
かーこころが育つプロセスを重視
する教育要領改訂の視点ー

幼稚園教育要領・保育指針の変換の経過から子育てに支
援が求められるようになった現代の保育・教育について問
題意識を得ながら共に学び合う。また、気になる子ども・障
がいを持つ子どもに寄り添う場面を捉えながら、個人差のあ
るこども達のこころが育つプロセスを重視する視点を持ち、
保育の新しさに気づいていく。乳幼児を理解するための保
育者の姿勢、保育のインクルージョンについても解説する。
主に講義形式とし、一部に「保育に生かせる実践」を取り入
れる。

保田　恵莉（医療保健学部准教授） 兵庫県姫路市 6時間 令和2年8月8日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年5月8日～
令和2年5月13日

令02-
30498-
507221号

079-223-9158
(内線： 2240)

http://www.himeji-
du.ac.jp/

岡山商科大学

【選択】グローバル・バリュー・
チェーンとアジアの新たなる成長
パターン／企業における情報シ
ステム開発（マネジメント〔グロー
バル経済〕・ビジネス情報）

アジアにおけるグローバル・バリュー・チェーンは、2000年代
後半以降、世界貿易量の伸びととも鈍化し、これまでの成長
パターンの転換を与儀なくされている。本講習は、アジアに
おける新たなる成長パターンを議論する。

情報システムの必要性、企業における情報システムの発
展、情報システム開発の流れ、情報システム障害への対応
について学習する。仮想事例や実際の情報システム障害を
考えることで、より内容理解が深まるであろう。

田中　勝次（経済学部教授）
大東　正虎（経営学部教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年8月6日 教諭
主として、商業科

教諭
6,000円 30人

令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
30513-
507341号

086-256-6653
(内線： 320)

http://www.osu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岡山商科大学
【選択】マーケティングの変遷と進
化／会計数値による「見える化」
経営（マーケティング・会計）

本講習では、マーケティングの発展の歴史を振り返りなが
ら、マーケティング・マネジメントの基本概念を、事例を交え
て解説する。そして、デジタル社会を迎え、これからのマー
ケティングのあり様について講義する。

「見える化」は、生産現場での改善のために考えられた言葉
だが、会計数値も企業経営の様々な状況の「見える化」に役
立ってきた。本講習では、企業経営への会計数値の役割を
考察することを目的としている。

三好　宏（経営学部教授）
浜田　和樹（経営学部教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年8月7日 教諭
主として、商業科

教諭
6,000円 30人

令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
30513-
507342号

086-256-6653
(内線： 320)

http://www.osu.ac.jp

岡山理科大学 【選択】屋久島の自然観察実習

○屋久島において３日間の実施調査を行い、自然の仕組
み、生命の営みを総合的に捉え、科学的な自然観を身に付
ける。
○大地をなす地質・地形とその上に成り立つ植生を観察し、
水の循環を通して人為的影響を受けながら成り立つ自然の
仕組みを考察し、ディスカッションする。
○地質、植生、動物生態、水環境、人為的影響の観点から
自然を総合的に理解し、自然の仕組みの素晴らしさをいか
に伝えるかを研修する。

山口　一裕（理学部　准教授）
西村　直樹（自然フィールドワークセンター教
授）
山下　浩之（教育学部　講師）
松本　毅（非常勤講師）
市川　聡（非常勤講師）
小原　比呂志（非常勤講師）

鹿児島県熊毛
郡屋久島町

24時間
令和2年7月26日～
令和2年7月28日

教諭

中学校・高等学
校の理科担当教
諭もしくは小学校

の教諭

30,000円 20人
令和2年5月8日～
令和2年5月11日

令02-
30514-
507157号

086-256-9703
(内線： 6530)

http://www.ous.ac.jp/

岡山理科大学
【選択】教師のための理科教育－
最新事情

〇放射線による被曝線量の計算と人体への影響を考える。
○最近の隕石研究の結果を通して、地球の進化過程をみて
いく。
○「現代の宇宙像」をソフトウェアMitakaを用いて概観する。
○生物の多様性と保全について考える。
○突然変異とは何かを学び，実際にアルデヒド脱水素酵素
遺伝子の変異の有無を検出してみる。
○新しい学習指導要領のポイントと中学・高校理科の具体
的な指導事例を紹介し、明日から実践できる理科授業デザ
インの演習をする。

豊田　新（理学部　応用物理学科　教授）
西戸　裕嗣（生物地球学部　教授）
滝澤　昇（工学部　教授）
福田　尚也（生物地球学部　准教授）
中本　敦（理学部　講師）
藤本　義博（理学部　教授）

岡山県岡山市 18時間
令和2年8月10日～
令和2年8月12日

教諭
中学校・高等学
校の理科担当教

諭向け
21,000円 40人

令和2年5月13日～
令和2年6月5日

令02-
30514-
507158号

086-256-9703
(内線： 6530)

http://www.ous.ac.jp/

岡山理科大学 【選択】教師のための数学

○美しい性質をもつ差分方程式の解やその解法について紹
介する。
○カタラン数について具体例を通して解説する。
○自然数・整数の性質を“時計代数”という方法を用いて紹
介する。
○「GRAPES」「GeoGebra」の使い方、便利な機能を紹介す
る。
○確率の概念を、標本空間、確率の概念から振り返り見直
します。
○統計解析について実習を含め解説する。
○日本の数学教育・統計教育における事象の扱いについて
解説する。

鬼塚　政一（理学部 准教授）
加瀬　遼一（総合情報学部 講師）
山崎　洋一（理学部 講師）
井上　雅照（理学部　講師）
高嶋　恵三（理学部　教授）
柳　貴久男（総合情報学部 准教授）
福田　博人（理学部 助教）

岡山県岡山市 18時間
令和2年8月10日～
令和2年8月12日

教諭
中学校・高等学
校の数学担当教

諭向け
18,000円 40人

令和2年5月13日～
令和2年6月5日

令02-
30514-
507159号

086-256-9703
(内線： 6530)

http://www.ous.ac.jp/

岡山理科大学
【選択】教師のための先端科学技
術体験

○工学技術による治療・診断の支援について解説する。
○集積回路の概要解説とデジタル集積回路の設計実習を
行う。
○ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽと省エネ家電・電気自動車への応用を解
説する。
○建築材料についての実験実習を行う。
○ロボット技術の現状と車輪型ロボットの構成等を解説す
る。
○レスキューロボット、介護・福祉ロボットの現状と課題を解
説する。
○医薬品の薬効・開発におけるタンパク質の重要性等につ
いて講義する。
○流動・伝熱・拡散現象の可視化方法について解説する。

松宮　潔（工学部　講師）
小畑　正貴（工学部　教授）
尾崎　亮（工学部　講師）
笠　展幸（工学部　教授）
小林　正実（工学部　准教授）
クルモフ　バレリー（工学部　教授）
衣笠　哲也（工学部　教授）
藤本　真作（工学部　教授）
二見　翠（工学部　准教授）
平野　博之（工学部　教授）

岡山県岡山市 18時間
令和2年8月10日～
令和2年8月12日

教諭

中学校の技術も
しくは高等学校の
工業担当教諭向

け

21,000円 20人
令和2年5月13日～

令和2年6月5日

令02-
30514-
507160号

086-256-9703
(内線： 6530)

http://www.ous.ac.jp/
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種
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吉備国際大学
【選択】保育・教育現場で役立つ
心理学的アプローチ

学校現場における心理学的アプローチの最新事情につい
て，学校をめぐる状況の変化を踏まえながら，心理学の研
究の成果，および近年の現場での対応の動向などを紹介す
る。
具体的には，１）臨床心理学的知見にもとづいた動作による
ストレスマネジメントの方法についての講義と実習、２）認
知・発達心理学的視点に基づいた心理学的アプローチ，お
よびスヌーズレン教育の基礎的理解についての講義を行
う。

藤吉　晴美（心理学部心理学科教授）
橋本　翠（心理学部心理学科准教授）

岡山県高梁市 6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 6,000円 40人
令和2年5月18日～
令和2年5月22日

令02-
30518-
506943号

0866-22-7779
(内線： 1319)

http://kiui.jp

吉備国際大学 【選択】学校におけるヘルスケア

学校教育現場の児童生徒および教職員のヘルスケアに関
わる課題を踏まえ、看護・医学的な視点から最新の生活習
慣病、アレルギー疾患、集団感染の予防・対応や自然災害
等危機管理のための具体策等に関するテーマについて学
ぶ。

中瀨　克己（保健医療福祉学部教授）
寺﨑　智行（保健医療福祉学部教授）
掛谷　益子（保健医療福祉学部教授）

岡山県高梁市 6時間 令和2年8月6日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,000円 40人
令和2年5月18日～
令和2年5月22日

令02-
30518-
506944号

0866-22-7779
(内線： 1319)

http://kiui.jp

吉備国際大学
【選択】児童生徒とともに楽しむ
外国語教育

小学校外国語活動・外国語科の目標と内容を概観し、中学
校の外国語教育へのスムーズな移行を提案する。また、中
学校において、学習意欲の向上を図りながら４技能を伸ば
す指導方法を紹介する。さらに、児童生徒とともに教員も楽
しく取り組むことができる学習活動を考案することで教員の
指導力の向上を図る。小中学校における学習活動を中心に
扱うため、対象者は小・中学校教員とするが、高校教諭も受
講可能。

池上　真由美（外国語学部教授） 岡山県高梁市 6時間 令和2年8月7日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
中等教育学校

（外国語科）教諭

6,000円 40人
令和2年5月18日～
令和2年5月22日

令02-
30518-
506945号

0866-22-7779
(内線： 1319)

http://kiui.jp

山陽学園大学
【選択】教育の場で使える心の学
び

①児童・生徒の学習方略を、「能力観」という視点から読み
解き、教師としての適切な対応方法について考える。
②子どものストレス（プラスの刺激も含め）に早く気づき、早
期に介入が出来る工夫と対処法を考察する。
③養護教諭がかかわる子どもの現状と対応・支援及び校内
外との連携について考察する。
④教員が児童生徒の自殺予防のゲートキーパーとしての役
割を果たせるよう話を聴くことを体験する。

揚野　裕紀子（看護学研究科教授）
田村　裕子（看護学部教授）
髙橋　功（総合人間学部准教授）
中野　麻衣子（学生相談室相談員）

岡山県岡山市 6時間 令和2年8月6日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校の教諭及び養

護教諭
6,000円 30人

令和2年5月12日～
令和2年6月12日

令02-
30521-
506958号

086-901-0503 http://www.sguc.ac.jp/

山陽学園大学
【選択】岡山カルチャーゾーンの
魅力

岡山カルチャーゾーンを歩いて巡り、各文化施設の特長や
魅力を知ると共に、カルチャーゾーンへの理解を深める。
谷一講師のガイダンスと説明、各施設の見学、各施設職員
の説明を主たる講習内容、形態とする。
地域の文化資産を知り、施設やその職員と交流をはかるこ
とで、教師の基礎教養や文化レベルを高め、具体的な指導
の場で生かせるようにする。

【文化施設は岡山県立美術館、夢二郷土美術館、林原美術
館を予定】

谷一　尚（副学長） 岡山県岡山市 6時間 令和2年10月3日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 30人
令和2年5月12日～
令和2年6月12日

令02-
30521-
506959号

086-901-0503 http://www.sguc.ac.jp/

山陽学園大学
【選択】岡山カルチャーゾーンの
魅力

岡山カルチャーゾーンを歩いて巡り、各文化施設の特長や
魅力を知ると共に、カルチャーゾーンへの理解を深める。
谷一講師のガイダンスと説明、各施設の見学、各施設職員
の説明を主たる講習内容、形態とする。
地域の文化資産を知り、施設やその職員と交流をはかるこ
とで、教師の基礎教養や文化レベルを高め、具体的な指導
の場で生かせるようにする。

【文化施設は岡山県立美術館、夢二郷土美術館、林原美術
館を予定】

谷一　尚（副学長） 岡山県岡山市 6時間 令和2年11月7日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 30人
令和2年5月12日～
令和2年6月12日

令02-
30521-
506960号

086-901-0503 http://www.sguc.ac.jp/

就実大学 【選択】日本語表現の諸相

日本文学（近世ならびに近現代文学）を題材に、国語科教
育の基盤となる日本語表現の諸相について考える。最新の
研究成果を交えながら文学作品の表現とその背景にある歴
史的事象や人間存在との関係性を考察し、教材研究力の
向上を図る。

小林　敦子（人文科学部 表現文化学科 准教
授）
丸井　貴史（人文科学部 表現文化学科 講師）
坂　堅太（三重大学　人文学部 特任准教授）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和2年8月12日 教諭
中学校･高等学校
国語科教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月15日

令02-
30522-
508933号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/
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就実大学
【選択】発信力を高める方法論と
授業実践

学習指導要領の改訂により外国語科目では、発信型の英
語能力の一層の向上が求められている。この講習において
は生徒のプレゼンテーション能力と発信型授業の準備、運
営、評価、および CLT (Communicative Language Teaching)
を利用した授業づくりについて、受講者のワークショップを中
心に講習を行う。

ローレンス　ダンテ（人文科学部 実践英語学科
教授）
小山　敬一（人文科学部 実践英語学科 教授）
デイヴィッド　タウンゼンド（人文科学部 実践英
語学科 准教授）

岡山県岡山市
中区

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 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月15日

令02-
30522-
508934号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

就実大学 【選択】地理・歴史の資料を読む

地理学・歴史学における実地の資料に触れ、その教材化や
グループワークなどの素材を開発できるような授業を展開す
る。授業内では、資料の読解など具体的な作業を導入す
る。

櫻田　美津夫（人文科学部 総合歴史学科 教
授）
吉本　勇（人文科学部 総合歴史学科 教授）
井上　あえか（人文科学部 総合歴史学科 教
授）
苅米　一志（人文科学部 総合歴史学科 教授）
渡邉　将智（人文科学部 総合歴史学科 講師）
三田　智子（人文科学部 総合歴史学科 講師）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和2年8月12日 教諭
中学校社会科 高
等学校地理歴史

科教諭向け
6,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年6月15日

令02-
30522-
508935号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

就実大学

【選択】「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」から考える「保
育者の気付き」と「幼児の運動遊
び」

本講座では、講義と実技演習を通して「幼児期の終わりまで
に育って欲しい姿」から保育のあり方を学びます。
前半は「保育者の気付き」をキーワードに、保育者のあり方
を考えます。自分の気付き体験の振り返りやグループワー
クを通して新たな枠組みでの気付きへ繋げます。見通しを
持った保育実践を目指します。
後半は幼児期の運動遊びの重要性と指導法について、講
義と実技を通して再考します。健康のねらいである「進んで
運動しようとする」幼児の育成を目指します。

吉田　満穂（教育学部 初等教育学科 教授）
飯田　智行（教育学部 初等教育学科 准教授）

岡山県岡山市
中区

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16日～
令和2年6月15日

令02-
30522-
508936号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

就実大学

【選択】「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」から考える「保
育者の気付き」と「幼児の造形表
現」

本講座では、講義と実技演習を通して「幼児期の終わりまで
に育って欲しい姿」から保育のあり方を学びます。
前半は「保育者の気付き」をキーワードに、保育者のあり方
を考えます。自分の気付き体験の振り返りやグループワー
クを通して新たな枠組みでの気付きへ繋げます。見通しを
持った保育実践を目指します。
後半は幼児期の発達過程を踏まえ、幼児の造形活動にお
いて育てたい「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」及び
「表現」の視点を再考します。なお、後半には実技の内容も
含みます。

吉田　満穂（教育学部 初等教育学科 教授）
藤田　知里（教育学部 初等教育学科 准教授）

岡山県岡山市
中区

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16日～
令和2年6月15日

令02-
30522-
508937号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

就実大学
【選択】新学習指導要領が求める
社会科・算数科の授業づくり

本講座の前半では、社会科における防災学習（4・5年生）と
して、「学校防災・減災のためのアクティブ・ラーニング」を行
う。西日本豪雨災害の実態を踏まえつつ、自身の地域のハ
ザードの検索・検討を基に、避難地図やマイ・タイムラインの
作成に取り組む。
後半では、具体的な実践事例を基に、新学習指導要領が目
指す主体的・対話的で深い学びを実現する算数の授業につ
いて考えます。

楠　博文（教育学部 初等教育学科 准教授）
長田　健一（教育学部 初等教育学科 講師）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和2年8月12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6月15日

令02-
30522-
508938号

086-271-8221
https://www.shujitsu.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

就実大学
【選択】子供が熱中する、理科・
国語の授業作り

本講座の前半では、教師自身が理科を好きになることを第
一義的目標とし、楽しい実験やものづくりを体験してもらいま
す。また、問題解決的な授業の流れを概観し、どのようにす
れば子どもの科学概念を再構成することができるか考えて
いきます。
後半では、文学的文章、説明的文章のそれぞれについて、
どのような読む力を身につけさせるのかをはっきりと意識し
た授業を子ども役になって受けてもらい、その後に、担当講
師が授業づくりの基本的な意図と手順を解説します。さら
に、それをふまえて実際に教材を用いて授業展開を考え、
アイディアを交流してもらいます。

福井　広和（教育学部 初等教育学科 教授）
丹生　裕一（教育学部 初等教育学科 教授）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和2年8月24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6月15日

令02-
30522-
508939号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

就実大学
【選択】特別支援学校における
ICT活用　—ここまで使える
PowerPoint—

学習指導要領が改定され、特別支援教育の領域においても
一層ICT機器の活用が強調されるようになりました。しかし、
授業の中で児童・生徒に使わせてみたい、自分で教材の開
発をしたいとお考えの場合、実はどうすれば良いかわからな
い場合が多いのではないかと思います。今回は、皆さんが
日々使われているPowerPointとiPadを授業の中で活用する
方法を考えていきたいと思います。
学校や家庭で使われているiPad（機種は問いませんが、
iPad Proの場合はPowerPointが使えることを事前にご確認く
ださい）が持参できる先生は、お持ち下さい。本学からお貸
しできるiPadの台数には限りがあります。

岡田　信吾（教育学部 初等教育学科 教授）
岡山県岡山市
中区

6時間 令和2年8月12日 教諭
特別支援学校教

諭向け
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年6月15日

令02-
30522-
508940号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

就実大学
【選択】子どもと教員の心身の健
康課題

①薬物乱用やドーピングなどの薬物摂取による健康被害に
ついての話題を取り上げながら、子どもたちの健康問題に
ついて考える。②教科指導や生徒指導に携わる中で生じる
教員のストレスやメンタルヘルスの問題に触れながら、これ
らの問題の対策について考える。

森　宏樹（教育学部 教育心理学科 教授）
堀田　裕司（教育学部 教育心理学科 講師）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和2年8月12日
教諭

養護教
諭

養護教諭／中学
校･高等学校保健
体育科教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年6月15日

令02-
30522-
508941号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】明日からすぐに生かせる
絵本選びのコツ

　子どもの育ちには、人との温かい関わりや、自然体験を含
む豊かな生活体験が不可欠です。社会の変化によってそれ
らが乏しくなりがちな今、不足しているものを補う力を持つ絵
本の役割は、ますます大きくなっています。この講習では、
子どもの育ちにとって絵本がなぜ大切かを学ぶとともに、そ
の場に応じた絵本選びのコツと保育に活用するためのスキ
ルを学びます。

脇　明子（名誉教授）
湯澤　美紀（人間生活学部准教授）
片平　朋世（人間生活学部講師）
三宅　一恵（人間生活学部講師）

岡山県岡山市 6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509447号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】わらべうたの秘密を探る
－子どもの育ちを確かなものに
－

　子どもと大人、そして子ども同士の、肌と肌のふれあいを
通した温かなやりとりを生み出すわらべうたは、子どもを取
り囲む世界を安心と愛情で満たします。しかし、近年、家庭
からも、そして保育の現場からも、失われつつあるのが現状
です。そこで本講習では、参加者同士がともにわらべうたで
遊ぶといった実体験を通して、その素晴らしさを再発見して
いきます。そして、保育の場面でのエピソードを参考にしな
がら､自らの保育にわらべうたを取り入れていくための具体
的な手立てを考えていきます。

湯澤　美紀（人間生活学部准教授）
三宅　一恵（人間生活学部講師）
片平　朋世（人間生活学部講師）
梶谷　恵子（保幼小学修支援センター・学務部
教職支援センターコーディネーター）

岡山県岡山市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509448号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

ノートルダム清心
女子大学

【選択】わらべうたの秘密を探る
－子どもの育ちを確かなものに
－

　子どもと大人、そして子ども同士の、肌と肌のふれあいを
通した温かなやりとりを生み出すわらべうたは、子どもを取
り囲む世界を安心と愛情で満たします。しかし、近年、家庭
からも、そして保育の現場からも、失われつつあるのが現状
です。そこで本講習では、参加者同士がともにわらべうたで
遊ぶといった実体験を通して、その素晴らしさを再発見して
いきます。そして、保育の場面でのエピソードを参考にしな
がら､自らの保育にわらべうたを取り入れていくための具体
的な手立てを考えていきます。

湯澤　美紀（人間生活学部准教授）
三宅　一恵（人間生活学部講師）
片平　朋世（人間生活学部講師）
梶谷　恵子（保幼小学修支援センター・学務部
教職支援センターコーディネーター）

岡山県岡山市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509449号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】楽しい絵画・造形遊び

　絵画・造形遊びに対する子どもの関心や技能は、発達とと
もに変化していきます。子どもたちがたくさんの色彩体験を
通して感受性を養うことができるように、本講習においては
色彩の基本である三原色について理解を深め、表現する機
会を持ちます。指導者自身が改めて色彩と形の不思議さ・
美しさ・表現することの楽しさを味わうことによって、新しい指
導の可能性を探究します。

片山　裕之（人間生活学部教授）
小田　久美子（人間生活学部准教授）

岡山県岡山市 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5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509450号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】子どもの「見方・考え方」を
育てる授業づくり（小学校国語・
理科）

　「小学校国語科・子どもの『見方・考え方』を育てる授業づく
り」（３時間）「小学校理科・子どもの『見方・考え方』を育てる
授業づくり」（３時間）で、合計６時間の講習です。新学習指
導要領の改訂では、授業改善の視点として「主体的・対話的
で深い学び」が求められています。「見方・考え方」は、深い
学びの鍵と言われています。「見方・考え方」を育てるには、
どんな授業づくりをすればよいのでしょうか。具体的な教材
研究、単元構想などを通して、先生方と一緒に考えてみた
いと思います。明日からの授業実践につながる内容です。

赤木　雅宣（人間生活学部教授）
大木　進（人間生活学部非常勤講師）

岡山県岡山市 6時間 令和2年8月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 80人
令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509451号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】子どもの「見方・考え方」を
育てる授業づくり（小学校算数・
社会）

　「小学校算数科・子どもの『見方・考え方』を育てる授業づく
り」（３時間）「小学校社会科・子どもの『見方・考え方』を育て
る授業づくり」（３時間）で、合計６時間の講習です。新学習
指導要領では授業改善の視点として「主体的・対話的で深
い学び」が求められています。「見方・考え方」は「深い学び」
の鍵と言われています。「見方・考え方」を育てるにはどんな
授業づくりをすればよいのでしょうか。具体的な教材研究、
単元構想などを通して先生方と一緒に考えてみたいと思い
ます。明日からの授業実践につながる内容です。

杉能　道明（人間生活学部准教授） 岡山県岡山市 6時間 令和2年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 80人
令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509452号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】アクティブ・ラーニングの
視点に立った英語授業改善への
アプローチ

　本講習では、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた
アクティブ・ラーニングの視点からの英語授業改善につい
て、理論的・実践的な側面から講義・演習を行います。日々
の授業改善に役立つ活動について学習するとともに、「主体
的・対話的で深い学び」に繋がる活動を具体的に紹介しな
がら、実践的な考察や演習を行います。

調子　和紀（文学部講師） 岡山県岡山市 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

6,000円 30人
令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509453号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】「思考力・判断力・表現
力」を育成するための英語授業
づくり

　本講習は、外国語科における「思考力・判断力・表現力」
の育成とは何か、授業改善の方向性の一つとして示された
「主体的・対話的で深い学び」とはどのような学びを指すの
かを明らかにすることを目的とし、「思考力・判断力・表現力」
を育成するための具体的な言語活動を紹介しながら実践的
な側面から講義・演習を行います。

小橋　雅彦（文学部准教授） 岡山県岡山市 6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 30人
令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509454号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

384 / 464 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
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対象職

種
主な受講対象者

ノートルダム清心
女子大学

【選択】楽しく力がつく国語科の授
業づくり（中・高）

　楽しく力がつく国語科の授業づくりを求めて、新学習指導
要領の趣旨をふまえつつ、具体的な事例を交えながら分か
りやすく解説します。実践的な指導に生かすことができるよ
う、ワークショップなど講義以外の学びも取り入れ、主体的・
対話的な学びを通して、楽しく力のつく国語科の授業づくり
をめざします。

伊木　洋（文学部准教授） 岡山県岡山市 6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 25人
令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509455号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】授業に生きる日本文学・
日本語学の視点（中・高）

　国語科の授業に生きるよう教科書教材も取り上げ、日本
文学・日本語学の視点から教材研究のヒントを示します。教
材分析力の向上につながるよう、日本文学・日本語学の研
究者が各専門分野（近現代文学・古典文学・日本語学）の魅
力をわかりやすく解説します。

綾目　広治（文学部教授）
東城　敏毅（文学部教授）
星野　佳之（文学部准教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 25人
令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509456号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】授業に生かせる具体的事
例から学ぶ歴史的諸制度の研究

　歴史科目の授業を成立するためには、歴史的諸制度の理
解が重要です。そこで、いくつかの制度について具体的な史
料をもとに考察します。例えば、日本と中国あるいは朝鮮と
の外交史を中心にして、国立大学の入試問題を教材に、模
範解答を作成しながら研究していきます。次に、郷土の歴史
をテーマに、いくつか事例をあげて、授業に生かすことを提
案します。例えば、東大寺の再建と重源の活躍、さらに、世
界記憶遺産に登録された朝鮮通信使や新見荘を教材化で
きる視点を先生方とともに考えていきます。

辰田　芳雄（兵庫教育大学　非常勤講師）
河合　保生（文学部教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校社会科、
高等学校地理歴
史・公民科教諭

6,000円 20人
令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509457号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】官庁の統計・地図やＧＩＳ
を活用した地理歴史指導法の研
究

　近年整備が進められている政府の統計（e-Stat）や気象庁
データを活用した教材作りと、WebGISである国土地理院の
地図や今昔マップなどを活用して、地理だけでなく歴史でも
活用できる教材作成と効果的な指導法を研究します。また、
フリーソフトＭＡＮＤＡＲＡを使用し、ベースマップの取得やア
ドレスマッチングによる分布図作成の基礎的手法を習得しま
す。教材づくりを前提とした基本的な内容で、GIS未経験者
を対象とし、高度な内容は含みません。

河合　保生（文学部教授） 岡山県岡山市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校社会科、
高等学校地理歴
史・公民科教諭

6,000円 20人
令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509458号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】粉の特性を活かした調理

　小麦粉と米粉は、でんぷんを主成分とする点は共通です
が、含まれるタンパク質の違いによって扱いが大きく異なり
ます。そこで、粉の特性を実感できる実習例としてスポンジ
ケーキ・カスタードクリーム・テーブルパンを取り上げ、調理
実習題材としての可能性を検討します。また、座学授業にお
ける学習意欲向上を図る指導方法について具体的に協議・
検討します。

山本　幾子（人間生活学部准教授） 岡山県岡山市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校･高等学校

家庭科教諭
6,500円 15人

令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509459号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】食卓の演出を考える

　高校の専門科目「フードデザイン」では、テーブルコーディ
ネートの指導を通して、食事を心豊かにおいしく食べるため
に普段の食卓づくりにも食卓を演出する必要があることを理
解させることになっています。このことから、テーブルコー
ディネートの基本を踏まえつつ、中・高等学校における実際
の指導を前提として、食事のテーマに応じた色彩、クロスや
小物類、食卓花など、食卓の演出方法について実践的に検
討していきます。

山本　幾子（人間生活学部准教授） 岡山県岡山市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校･高等学校

家庭科教諭
6,500円 15人

令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509460号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/
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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

ノートルダム清心
女子大学

【選択】｢気になる幼児」への特別
支援の視点を取り入れた保育を
探る～一斉保育と個別支援の両
面から～

　幼稚園等における特別支援教育及びインクルーシブ教育
システムについて、現状と課題についての総論と、実際の
現場の工夫や個別の指導・支援、専門機関との連携等につ
いて総合的に取り扱います。現状と課題を整理するための
総論的な講義、幼稚園現場での豊富な実践経験のある講
師からの保育現場の実践事例の紹介、参加者による実践
検討を行う小グループでの演習を行い、一斉保育の工夫と
個別支援の両面から、特別支援の視点を取り入れた｢気に
なる幼児」を含む、どの子も育つ保育について探究していき
ます。

青山　新吾（人間生活学部准教授）
三宅　一恵（人間生活学部講師）

岡山県岡山市 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 100人

令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509461号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】インクルーシブな教育の
実現に向けての多角的検討～集
団づくりと授業の工夫及び個別
の指導支援～

　小・中・高等学校等におけるインクルーシブな教育の実現
に向けて、現状と課題を扱った総論と、実際の集団づくりや
授業の工夫、個別の指導・支援及び学校内の連携等につい
て総合的に取り扱います。現状と課題を整理するための総
論的な講義、学校現場の具体的な取組の工夫を紹介する
講義、参加者による実践検討を行う小グループでの演習を
行い、インクルーシブな教育の実現に向けて、多角的な視
点から検討、探究していきます。

青山　新吾（人間生活学部准教授） 岡山県岡山市 6時間 令和2年8月18日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭,養

護教諭
6,000円 100人

令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509462号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

ノートルダム清心
女子大学

【選択】｢気になる生徒」への特別
支援の視点を取り入れた教育を
探る～個と集団の両面へのアプ
ローチ～

　中学校、高等学校等における特別支援教育やインクルー
シブ教育システムについて、それぞれのステージにおける
取組及びそれらを生徒の将来にどのようにつなげるのかに
ついて取り扱います。現状と課題を整理するための総論的
な講義、ゲストティーチャーを招いての学校現場での取組や
高校卒業後の支援の実際についての講義、参加者による
実践検討を行う小グループでの演習を行い、個と集団の両
面へのアプローチから、中学校・高等学校における特別支
援教育について検討、探究していきます。

青山　新吾（人間生活学部准教授）
伊木　洋（文学部准教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年8月20日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭，養護教

諭
6,000円 100人

令和2年5月9日～
令和2年5月25日

令02-
30524-
509463号

086-252-5463
https://www.ndsu.ac.jp
/about/license_renewal
/

エリザベト音楽大
学

【選択】日本音楽、合唱、吹奏楽
の実践演習

日本の伝統音楽、合唱、吹奏楽の３部門に分け、それぞれ
６時間の講習を３日間で行います。日本の伝統音楽に関し
ては、学校の音楽科の授業における指導のあり方につい
て、実践を交えて深めます。合唱では自らが歌うことにより、
また吹奏楽ではモデルバンドを用いて、基礎的な事項から
発展的な内容までの実践的演習を行い、学校現場ですぐに
活用可能な知識・技能から指揮法にいたるテクニックの向
上を図ります。

林　裕美子（音楽学部教授）
桂　政子（音楽学部教授）
折河　宏治（音楽学部准教授）
大島　衣恵（音楽学部講師）
井田　勝大（音楽学部講師）

広島県広島市
中区

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、
高等学校の音楽

科教諭向け
18,000円 60人

令和2年5月1日～
令和2年6月19日

令02-
30526-
507764号

082-221-0918
(内線： 216)

http://www.eum.ac.jp/

広島国際学院大
学

【選択】授業が引き立つものづくり
と情報活用

小・中・高校におけるものづくり教育は現在，教育現場では
手探り状態と言って良く，その理念や指導方法が確立され
たとは言えない状況にある。本講習はこの問題についての
現場教員に対する解決に向けての示唆や情報及び実習を
提供する。情報活用については教育現場で多くの課題があ
り，指導するに当たりより有用な知識・技能が求められてい
る。本講習はこの課題解決に役出つ情報及び演習を提供す
る。

田中　満彦（学校法人広島国際学院　理事長）
安東　茂樹（芦屋大学　教授）
歌谷　昌弘（工学部教授）
竹野　健次（工学部教授）
土屋　英男（工学部教授）
小川　潔（工学部准教授）
中村　格芳（工学部准教授）
山嵜　勝弘（工学部准教授）
中田　美喜子（広島女学院大学　教授）

広島県広島市 18時間
令和2年8月5日～
令和2年8月7日

教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

18,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
30532-
509740号

082-820-2516
(内線： 2004)

http://www.hkg.ac.jp

広島修道大学
【選択】保護者と向き合うために
－保護者理解・保護者対応－

教員にとって、子どもとの関係だけでなく保護者との関係
は、学級経営のみならず、教員自身のメンタルヘルスにも大
きく作用する。教員の病気休職者のうち約65％は精神疾患
によるものであり、保護者とのトラブルが影響している事例
も多いのが実態である。どのようにすれば保護者との良好
な関係を構築することができるのだろうか。保護者の理解や
対応のあり方について学ぶ。

河本　肇（健康科学部教授）
蓑﨑　浩史（健康科学部准教授）

広島県広島市 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 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月17日

令02-
30533-
509365号

082-830-1127
http://www.shudo-
u.ac.jp/
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広島修道大学
【選択】学習者理解を基盤とした
授業づくり

児童・生徒を理解しながらおこなう学習指導ならびに発達支
援の方法について、集団理解と個別理解の双方からアプ
ローチする事例をもとに理解を深める。

谷口　直隆（人文学部准教授）
平田　香奈子（人文学部准教授）

広島県広島市 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 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月17日

令02-
30533-
509366号

082-830-1127
http://www.shudo-
u.ac.jp/

広島修道大学
【選択】特別な教育的支援を必要
とする児童生徒への対応

学校教育における子どもの人権保障の観点から、日本語指
導が必要な児童生徒やLGBT児童生徒等、特別な教育的支
援を必要とする児童生徒への理解を深め、具体的な支援や
取り組みについて考える。

木村　和美（人文学部准教授）
河村　陽子（広島県教育委員会　指導主事）
河口　和也（人文学部教授）

広島県広島市 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

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月17日

令02-
30533-
509367号

082-830-1127
http://www.shudo-
u.ac.jp/

広島文化学園大
学

【選択】新学習指導要領の概観と
「体つくり運動（遊び）」「リズム系
ダンス」の教材と指導法について

学校現場での体育授業において実践実施が難しいといわ
れる「体つくり運動（遊び）」「リズム系ダンス」における教材と
指導法について受講者とともに検討していきます。講習の前
半は，学習指導要領における「体つくり運動（遊び）」の変遷
や「体つくり運動（遊び）」における教材について学び検討し
ます。後半の実技研修では，「リズム系ダンス」の指導につ
いて実践を通して検討します。

高田　康史（人間健康学部　准教授）
前田　一篤（人間健康学部　講師）

広島県安芸郡
坂町

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
保健体育教諭向

け

6,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月11日

令02-
30536-
507204号

082-884-1001
(内線： 2024)

http://www.hbg.ac.jp/

広島文化学園大
学

【選択】一億総スポーツ社会にお
けるアダプテッド・スポーツの意
義と役割

　第２期スポーツ基本計画において「一億総スポーツ社会」
の実現が求められる中，多様なバックグラウンドを持つ人々
を排除せず，共に学ぶことで互いの成長に結びつけようとい
う理念に基づくインクルーシブ教育をスポーツ分野で具現化
するアダプテッド・スポーツの重要性が増しています。本講
習では，アダプテッド・スポーツの意義や役割等について概
説しつつ，体験やワークショップを通して理解を深めていき
ます。

東川　安雄（人間健康学部　教授）
山﨑　昌廣（人間健康学部　教授）
加地　信幸（人間健康学部　講師）

広島県安芸郡
坂町

6時間 令和2年7月5日 教諭
中学校・高等学
校保健体育教諭

向け
6,000円 50人

令和2年4月20日～
令和2年5月11日

令02-
30536-
507205号

082-884-1001
(内線： 2024)

http://www.hbg.ac.jp/

広島文化学園大
学

【選択】最新の体育・スポーツ科
学の知見を学ぶ

運動やスポーツは、身体の発達、コミュニケーション能力の
育成など、体育・スポーツが持つ教育的可能性は多様であ
り、そうした期待に応えることが体育・スポーツにはますます
求められています。
本講習では，体育・スポーツ科学の中の「スポーツ生理
学」、「バイオメカニクス」、「スポーツ心理学(メンタルトレーニ
ング)」における最新の知見について概説しつつ，体験や
ワークショップを通して理解を深めていきます。

武田　守弘（人間健康学部　教授）
房野　真也（人間健康学部　准教授）
森木　吾郎（人間健康学部　講師）

広島県安芸郡
坂町

6時間 令和2年8月1日 教諭
中学校・高等学
校保健体育教諭

向け
6,000円 40人

令和2年4月20日～
令和2年5月11日

令02-
30536-
507206号

082-884-1001
(内線： 2024)

http://www.hbg.ac.jp/

広島文化学園大
学

【選択】教育現場におけるスクー
ルソーシャルワーク

　現代の社会問題のなかで、生徒は個性を生かして成長し
ている。生徒の成長は、教育現場と家庭、地域との連携に
よって育まれている。本講習ではスクールソーシャルワーク
を活用して、さらに、豊かな教育現場になることを願い、次の
内容を展開する。午前は、歴史と意義、多様な児童・生徒へ
の支援、地域のネットワークについて講義をし、午後は、地
域の教育現場におけるスクールソーシャルワークに関する
ワークショップを実施する。

工藤　隆治（人間健康学部　教授）
村上　須賀子（人間健康学部　教授）
河野　喬（人間健康学部　講師）

広島県安芸郡
坂町

6時間 令和2年12月5日 教諭

高等学校福祉科
教諭、中学校・高
等学校家庭科教
諭、中学校・高等
学校保健体育教
諭、特別支援学

校教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月11日

令02-
30536-
507207号

082-884-1001
(内線： 2024)

http://www.hbg.ac.jp/

広島文化学園大
学

【選択】これからの時代に求めら
れる道徳教育と道徳授業

　道徳教育は、学校教育の基盤に位置づく教育活動であ
り、すべての教員が取り組む課題です。そこで本講習では、
現代社会の諸課題を踏まえながら、これからの学校の道徳
教育の意義と道徳の学びの諸課題について解説し、その上
で小学校、中学校の道徳授業の諸課題について、幼児から
高校生までの発達段階を踏まえながら具体的な学びの在り
方について事例を示しながら解説します。

渡邉　満（大学院看護学研究科教授、人間健康
学部教授）

広島県呉市 6時間 令和2年8月9日
教諭

養護教
諭

教諭（幼稚園、小
学校、中学校、高
等学校、特別支
援学校）、養護教

諭向け

6,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月11日

令02-
30536-
507208号

0823-74-6000
(内線： 3023)

http://www.hbg.ac.jp/

広島文化学園大
学

【選択】学校安全における危機管
理

　学校は、心身の成長発達段階にある子どもが集い、人格
を形成していく場であり、子どもの健康や安全の確保が保障
されることは不可欠の前提となるものです。
　本講習では、災害、感染症、アレルギー対応等について講
義と演習を交えて学びを深めます。

岡本　陽子（大学院看護学研究科教授・看護学
部教授）
上田　ゆかり（大学院看護学研究科准教授、看
護学部准教授）
岩本　由美（看護学研究科准教授、看護学部准
教授）

広島県呉市 6時間 令和2年8月19日
教諭

養護教
諭

教諭（幼稚園、小
学校、中学校、高
等学校、特別支
援学校）、養護教

諭向け

6,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月11日

令02-
30536-
507209号

0823-74-6000
(内線： 3023)

http://www.hbg.ac.jp/
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対象職

種
主な受講対象者

広島文化学園大
学

【選択】教育現場のメンタルヘル
ス～「気になる子ども」達への対
応

　近年の社会環境や生活環境の急激な変化は子どもの心
身の健康にも大きな影響を与えており、学校生活において
は、いじめ、不登校、児童虐待などの心の問題に対する課
題が顕在化しています。
　本講習では、事例と演習を交えて実践的に学ぶことにより
メンタルヘルスや心の発達を支援する教員の役割・基本的
姿勢について理解を深めていきます。

岡本　陽子（大学院看護学研究科教授、看護学
部教授）
佐藤　敦子（大学院看護学研究科准教授、看護
学部准教授）

広島県呉市 6時間 令和2年8月20日
教諭

養護教
諭

教諭（幼稚園、小
学校、中学校、高
等学校、特別支
援学校）、養護教

諭向け

6,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月11日

令02-
30536-
507210号

0823-74-6000
(内線： 3023)

http://www.hbg.ac.jp/

広島文教大学
【選択】小学校コース「新学習指
導要領と小学校教育の充実」

本コースでは、新学習指導要領の趣旨に沿った、国語科及
び書写書道の指導法（1日目）、算数科及び図画工作科の
指導法（2日目）、社会科及び理科の指導法（3日目）につい
て解説し、実践演習を行う。これらの講義を通して、小学校
教員としての資質の向上を目指すことをねらいとする。

岡　利道（教育学部教授）
森　哲之（教育学部教授）
今崎　浩（教育学部教授）
佐伯　育郎（教育学部教授）
村上　典章（教育学部教授）
三田　幸司（教育学部准教授）

広島県広島市 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 30人
令和2年4月22日～
令和2年5月11日

令02-
30537-
509698号

082-814-9995
https://www.h-
bunkyo.ac.jp/

広島文教大学
【選択】中学校・高等学校　国語
科コース「国語科内容学の充実
に向けて」

本コースでは、国語科で取り扱う内容について、より深い理
解と認識を得るために、日本語の各領域から講習を行う。1
日目は、日本語学の領域から「言語文化を通して豊かな言
語生活を考える」と題して講習を行う。2日目は、日本文学の
領域から「『枕草子』を拓く」と題して講習を行う。3日目は、
漢文学の領域から「漢文の理解について」及び「日本人と漢
詩について」と題する講義を展開し、また、深い理解に裏打
ちされた内容を授業に反映させていく方法について、「古典
指導を考える」と題して講習を行う。

橋村　勝明（教育学部教授）
黒木　晶子（教育学部教授）
猪川　優子（教育学部准教授）
宮崎　洋一（人間科学部教授）
豊後　宏記（人間科学部教授）
岡　利道（教育学部教授）

広島県広島市 18時間
令和2年8月19日～
令和2年8月21日

教諭
中学校・高等学
校国語科教諭向

け
18,000円 25人

令和2年4月22日～
令和2年5月11日

令02-
30537-
509699号

082-814-9995
https://www.h-
bunkyo.ac.jp/

広島文教大学
【選択】中学校・高等学校　英語
科コース「コミュニケーション能力
の育成を目指す」

本コースでは、中学校・高等学校において、英語による実践
的コミュニケーション能力をどう育成するかということについ
て考えていく。1日目は、主に英語を使用した授業へ向けて
の動機付け方法をどのように育成するかということについて
講習を行う。2日目は、主に語学能力の育成について講習を
行う。3日目は、主に英語によるコミュニケ－ション能力の育
成について講習を行う。

ケリー　ローズ（人間科学部講師）
ジュリア　アマリア　デイリー（人間科学部講師）
上利　学（教育学部准教授）
小西　弘信（教育学部教授）
石原　義文（教育学部教授）
笹原　豊造（教育学部教授）

広島県広島市 18時間
令和2年8月19日～
令和2年8月21日

教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
18,000円 25人

令和2年4月22日～
令和2年5月11日

令02-
30537-
509700号

082-814-9995
https://www.h-
bunkyo.ac.jp/

東亜大学
【選択】感動に根ざす豊かで確か
な国語科の理論と授業づくり

単元構成をダイナミックに捉え、子どもの主体的な学習活動
を作り出す授業づくりについて小学校の教材研究と図書館
利用や資料作成の仕方について学んでいきます。古きよき
ものを大切にし、新しい教材作りにも挑戦していきます。子
どもの感動を呼び起こし国語好きな教室が生まれていくこと
を目指して一緒に学んでいきたいと思います。

吉田　幸雄（人間科学部　心理臨床・子ども学
科　教授）

山口県下関市 6時間 令和2年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年7月17日

令02-
30542-
508135号

083-256-1111
(内線： 5151)

https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】PCを使用したチラシ・ポス
ターデザイン制作

Acobe Illustratorというソフトを使用してイベント等の告知チ
ラシ、ポスター制作をします。文字の使い方やレイアウトなど
デザインの基本設計から、見やすいデザイン、伝わるデザイ
ン、きれいなデザインとは何かを実習を通して習得します。
デザインの基礎であるレイアウトを学ぶことにより、チラシ・
ポスター制作における技術を理解し、講習で得た体験を学
校での授業に生かすことができるようになります。

久澤　謙二郎（芸術学部アートデザイン学科准
教授）

山口県下関市 6時間 令和2年8月20日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
(美術科)教諭

6,000円 10人
令和2年4月16日～
令和2年7月16日

令02-
30542-
508136号

083-256-1111
(内線： 5151)

https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】小児1型糖尿病患児の学
校生活における支援

小児1型糖尿病についての概略を理解する。また、小児1型
糖尿病患児の母親のインタビュー内容から、学校側の対策
として、患児の修学環境の在り方をグループワークにより
ディスカッションする。それらの結果を、患児を受け入れた際
に心がけるべき事柄として今後に役立てる。また、患児が校
内で行っている自己血糖測定方法を確認し、低血糖が起
こった際の即戦力を身につけることを目的とする。

松野　恭子（医療学部健康栄養学科教授） 山口県下関市 6時間 令和2年9月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭、養
護教諭、栄養教

諭
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年8月8日

令02-
30542-
508137号

083-256-1111
(内線： 5151)

https://www.toua-
u.ac.jp/
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東亜大学 【選択】子どもの発育と食生活

食生活を取り巻く環境は、この約50年間で　動物性たんぱく
質や脂質の増加、食生活の多様化等、大きく変化しており、
子どもの食生活についても様々な問題を抱えている。 この
講習会では、「子どもの発育と食生活」をテーマにし、行動科
学理論や栄養カウンセリングの実際に即して考えていきた
いと思っている。

宗　まりこ（医療学部健康栄養学科准教授） 山口県下関市 6時間 令和2年9月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
高等学校保健体
育科教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年8月15日

令02-
30542-
508138号

083-256-1111
(内線： 5151)

https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】コミュニケーションツール
を活かした心のバリアフリー

いじめ、発達障害、不登校等の教育相談に関わる相談援助
の方法を道具を使っての作業を通して児童生徒の理解を深
めることを目的とする。社会福祉の援助技術や臨床心理テ
スト等で使用されるものをコミュニケーションツール（道具）と
してその技術や方法をグループワークやペアワークを通し
てシェアしたいと考える。

黒田　宣代（人間科学部 心理臨床・子ども学科
准教授）

山口県下関市 6時間 令和2年9月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭（小学校、中
学校、高等学校、
特別支援学校）、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年8月22日

令02-
30542-
508139号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】子どもの体力評価方法を
しっかり学ぼう

子どもの体力は1980年頃から2018年現在まで毎年低下して
いるのが現状である。低下の要因としては、子どもを取り巻
く環境の変化が問題であり、その中でも「時間・空間・仲間」
の減少が大きな問題だと考える。今回は子どもの体力に着
目し、運動時間を確保することができる体育授業の必要性と
新体力テストの正しい計測方法を中心に(講義・実習・演習）
を行っていく。

本山　司（人間科学部スポーツ健康学科講師） 山口県下関市 6時間 令和2年10月10日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月16日～

令和2年9月5日

令02-
30542-
508140号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】授業や健康づくりに活か
す「ゆっくり走」の実際 ～理論と
指導方法～

教育現場で「速く走る」「巧みに走る」などの指導機会は比較
的多いものです。しかし、難しい技術など必要とはせず、児
童・生徒・教職員の誰でも実践が可能な「歩くような速さ」で
「ゆっくりと走る」といった指導は殆ど見受けられません。最
近の研究で（仮に運動が苦手であっても）このような無理の
少ない運動が、思った以上にエネルギー消費を増やし、脂
質代謝を促進させて健康づくりや肥満、更に脳や学力に及
ぼす影響も分かってきました。今回、この「ゆっくり走」の理
論と指導方法について講義と実技を通じて解説します。

鍵村　昌範（人間科学部スポーツ健康学科准教
授）

山口県下関市 6時間 令和2年10月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年9月12日

令02-
30542-
508141号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】デッサンの初歩描写と自
由な描き方

デッサンの原点に戻りよく見て描く事を体験する。また自由
な絵画スタイルの習得や自己流の線や面の研究を学ぶ。初
歩的デッサンから自由な美術を楽しみながら描くことで絵画
美術教育を考える。

川野　裕一郎（芸術学部アート・デザイン学科教
授）

山口県下関市 6時間 令和2年10月24日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
(美術科)教諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年9月19日

令02-
30542-
508142号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】表現運動・ダンス授業の
苦手を解決する方策 ～簡単にで
きる導入～

表現運動・ダンスの授業において幼児・児童・生徒の運動や
表現を引き出すための方法（すぐに体を動かすための活動）
と動きを変化・発展させていくための基本的な方法を紹介す
る。それらをふまえた上で、受講者相互に意見交換しながら
動きづくりを探求し、可能であれば最後にグループ単位でミ
ニ作品化に挑戦する。講習全体を通して楽しくコミュニケー
ションを図ることをめざしたいと思っている。

櫛田　芳美（人間科学部心理臨床・子ども学科
教授）

山口県下関市 6時間 令和2年10月31日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年9月26日

令02-
30542-
508143号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】ICT教材を用いた体育授
業の効果についての実践と実証
のリンク

体育授業において，子どもたちの運動・スポーツに対するモ
チベーションを高めることは非常に重要である．本講義で
は，子どもたちの心理面に焦点を当てながら，テクノロジー
やサイエンスを用いたICT教材を体育授業に応用し，子ども
たちの運動スキルの向上への効果について実践と研究成
果の実証をリンクしながら行い，実際にどのようにICT教材・
教具を使用していくことが有効かについて参加者とともに検
討していく．

山﨑　将幸（人間科学部スポーツ健康学科准教
授）

山口県下関市 6時間 令和2年11月28日 教諭
小学校・中学校
（保体）・高等学
校（保体）教諭

6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年10月24日

令02-
30542-
508144号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/
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東亜大学 【選択】陶芸　日本の器を知る

この講習は次の３つの内容で構成されます。①陶芸の基本
的な説明。②実技：器の制作技法体験。③講義：世界の中
の日本陶芸。実技では、お碗・コーヒーカップ・皿等をひねり
出し、紐作り、たたら作りの技法で制作します。講義では、画
像を使い日本の陶芸の特徴、世界の陶芸に影響を与えて
いる日本陶芸の魅力について説明します。

松尾　伊知郎（芸術学部アート・デザイン学科
准教授）

山口県下関市 6時間 令和2年8月6日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校（美術）・
高等学校教諭
（美術）教諭

6,000円 15人
令和2年4月16日～

令和2年7月2日

令02-
30542-
508145号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】学校現場にて突然の事
故、救急車が来るまで教員が果
たす役割

学校現場にて、突然の事故に対し救急車が来るまで教員が
果たす役割は何か？本講習では、教員の役割について心
構えや基本的な応急手当て・心肺蘇生法・ＡＥＤなどの救急
救命知識とともに、学校内での事故事例をあげながら対応
する救急に関する講義と実習を組み込んだ実践的な講習を
行う。長年の消防署救急隊長（救急救命士）として多くの災
害現場で子供達やご家族と関わってきた経験や知識を基
に、判断や対応の軸となる内容を先生方とともに考えます。

中尾　龍幸（医療学部医療工学科 准教授） 山口県下関市 6時間 令和2年8月29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16日～
令和2年7月25日

令02-
30542-
508146号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

四国大学
【選択】３Ｄプリンタによる教材開
発

3Dプリンタによる造形は、教材制作の新たな方法となるだけ
でなく、子ども達の想像力やモノづくり意欲を喚起する有効
な手段として期待されています。
講座では、初心者を対象に簡単な3Dモデルの制作と、１人
１台の3Dプリンタを利用した印刷の体験を通して、教材開発
を行います。

奥村　英樹（生活科学部教授）
上野　昇（生活科学部准教授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 7,500円 25人
令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507387号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】多様化する子どもや保護
者の問題

多様化する子どもや保護者の問題を発達段階ごとに概観し
た上で、特に乳幼児期に注目し、さまざまな場面に適切な対
応ができるよう、基礎的な知識と相談技法について学ぶ。ま
た、グループワーク等を通して、子どもや保護者に対応する
存在として自他理解を深めるような内容とする。

姫田　知子（短期大学部講師） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月23日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 40人
令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507388号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】書くことが好きになるエピ
ソード記録

エピソード記録について、なぜ書くのか、またどのように書く
のか等のポイントを知り、書くことを楽しみながら日々の保育
につなげていくことを目的とする。

勝浦　美和（短期大学部講師） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月23日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507389号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】教材化のための作図とプ
レゼンテーション

手順をわかりやすく表現したい場合や、自分の考えを整理し
て説明したい場合に、伝えたい事柄を的確に図示すること
で、内容の理解を助けることができます。Microsoft
PowerPointで利用できる図形、画像、SmartArtなどの機能
を使った表現は、教材の作成を容易にし、様々な資料作成
に活用可能です。講座では、作図とプレゼンテーションの初
歩的な技法からその応用までを演習を通して学びます。

武市　泰彦（生活科学部准教授） 徳島県徳島市 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4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507390号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】食に関する指導の工夫と
実践

食に関する指導（食育）の実践方法について学習します。特
に味の感じ方に関する食味教育について講義と実習、実験
をとり入れて、演習形式で行います。
実習では、出しの違いや 調味によるうま味の感じ方、相乗
効果について、また、酸味と甘味による抑制効果や甘味と
塩味による対比効果など実習を通して学びます。実験では
硬さの違いや温度により味の感じ方が異なることを体験しま
す。講義では味を感じる仕組みや味の性質、味覚の機能に
ついて学びます。

髙橋　啓子（生活科学部教授）
後藤　月江（短期大学部講師）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月24日
教諭

栄養教
諭

栄養教諭、教諭
（幼・小・中・高

家庭、食育に興
味のある教諭）

6,500円 30人
令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507391号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp
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対象職

種
主な受講対象者

四国大学
【選択】人間のこころと身体のしく
みの理解

人間は一生の中で、環境や文化、家族や人との相互作用か
ら、社会的、精神的に学び、成長し、発達を続けていく。その
豊かな成長と発達の基盤となる「こころと身体のしくみ」の基
礎について、生理学的視点から理解する。また、「人間のこ
ころと身体のしくみの理解」からの実践的取り組みとして「嗅
覚が心身に与える影響」についても学び、「子供の心の安
定」「喘息予防」「集中力向上」等の効果が期待できる香りの
種類や、それを実際に行うための方法・留意点など、実技も
含め学ぶ。

濱　若菜（短期大学部助教） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月24日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,600円 20人
令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507392号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】美術入門及び実技（木工
パズル）

国内外の有名な絵画や立体作品などの紹介を通して美術
についての基礎的な内容を学習します。また、美術の表現
における様々な表現方法や技法なども合わせて学びます。
2時間目以降には、「木工パズルをつくろう」という演習を行
います。板に絵を描いて、糸鋸でパズルのパーツを切ってい
く教材です。小学校5年生レベル程度の内容です。終了時に
は簡単な鑑賞会を開きます。

居上　真人（短期大学部教授） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月24日 教諭
教諭（幼・小・中
（美術）・特別支

援）
6,200円 30人

令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507393号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】消費者市民社会の形成と
消費者教育　～SDGsとエシカル
消費～

現代社会においては、消費行動を通して社会課題の解決に
主体的に参画する「シチズンシップ」を持った消費者の育成
が求められています。本講座では、自らの消費行動の影響
とつながりを認識し、知識を行動に結びつけることができる
実践的能力を育むためのアプローチの一つとして、ゲーム
やグループワークを中心にしたアクティブラーニングで対話
的な学びを実践します。

加渡　いづみ（短期大学部教授） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月24日 教諭 全教諭 6,000円 30人
令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507394号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】博物館と教育　ー教員の
ための効果的博物館利用法ー

「モノ」から得られる知識、感動は他にかえがたいものがあり
ます。教育課程において博物館の利用は近年重要視されて
います。ここでは、博物館を効果的に活用する技法を共に学
んでいきたいと思います。

須藤　茂樹（文学部教授） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月24日 教諭
教諭（主に小学
校。幼・中・高も

可）
6,000円 30人

令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507395号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】栄養教育の必要な子ども
達への援助と、保護者との関わり
方

成長発達の支援を食育の観点から捉え、主に学童期高学
年から思春期における摂食障害に着目して、栄養相談にお
けるカウンセリングスキルの取得を目指した内容とする。ま
た、自身のコミュニケーションの在り方を自己分析し、子ども
やその保護者とのかかわり方の向上を目指す。

板東　絹恵（生活科学部教授） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭（小・中）、養
護教諭、栄養教

諭
6,000円 30人

令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507396号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学

【選択】個別的な配慮を必要とす
る子供への対応（アレルギー疾
患等慢性疾患を有する子どもの
対応）

①食物アレルギーを中心にアレルギーを有する児童、生徒
の健康観察や日常生活における個別的な配慮について講
習します。
②アレルギーを有する子どもの事例についてグループ討議
を行います。
③アナフィラキシーの対応として、エピぺンの実技講習を実
施します。

金山　三惠子（看護学部准教授） 徳島県徳島市 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 30人
令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507397号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】発達障がいのある子ども
の理解と支援

どの学校園にも発達障がいのある子どもたちが多数在籍す
る現状において、目に見えにくい特性を十分に理解すること
は容易ではありません。この講座では、発達障がいのある
子どもたちの行動の理由について理解を深めるとともに、学
校園における支援の方法について、「合理的配慮」の視点を
加えて学んでいただけます。

前田　宏治（生活科学部准教授） 徳島県徳島市 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 30人
令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507398号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学 【選択】幼児と環境

幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要
領、保育所保育指針解説「環境」の記載事項について、事
例を交えて確認を行う。また、子どもにとって最適な環境と
はどのようなものかについてグループワークを行い、幼児期
の教育にとって欠かすことのできない環境について、人的、
物的側面から考え、自らの保育を見つめ直す機会とする。

勝浦　美和（短期大学部講師） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月25日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507399号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp
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四国大学
【選択】学校教育における書道の
在り方

美しい文字の結構を感覚的に身に付けるための一例を紹
介し、実践することで能動的な書写指導を目指す。また墨を
使わない毛筆作品の制作法を紹介・実践することで書道の
あらゆる見せ方を学ぶとともに、ユニバーサルアートについ
ても触れる。視覚支援の必要な生徒でも味わうことのできる
書道作品を制作するための方法について考える。（実習を
含む）

田ノ岡　大雄（文学部講師） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月25日 教諭
教諭（幼・小・中・
高・特別支援、書

道）
6,000円 30人

令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507400号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学 【選択】親しみやすい古典の授業

古典に苦手意識をもつ生徒は少なくない。本講座ではその
ような生徒（児童）に、古典の魅力を実感し、古典に親しみと
興味を抱いてもらうための授業法について考える。具体的
には、和歌文学を主な題材として、和歌創作などのアクティ
ブ・ラーニング型の授業の実践例を紹介し、わかりやすく親
しみやすい授業法を考える。

田中　智子（文学部助教） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月25日 教諭
教諭（小・中・高

国語）
6,000円 30人

令和2年4月17日～
令和2年5月11日

令02-
30547-
507401号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

徳島文理大学
【選択】身近な生き物から学ぶ生
物学

生徒や児童らが生き物や生命に対して興味が湧く話題を提
供し、簡単な実験を通して生命科学を体験させる技術を修
得することを目的とします。前半は、メダカやカエルなど身近
な生き物を利用した授業の活用術や、iPS細胞・ゲノム編集・
不妊治療など生命科学の最先端について解説します。後半
は、入手が容易な材料や器具を使用して、授業で直ぐに実
践できる実験・観察を体験します。身近な生き物を題材とし、
「生命」の知識と理解を深める観点から理科(生物)教諭以外
も対象です。

箕田　康一（理工学部教授）
香川県さぬき
市

6時間 令和2年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

6,000円 24人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507041号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】仏教美術（仏像）から歴史
を紐解く

6世紀に日本へ伝来した仏像は、鎌倉時代に至って最盛期
を迎えた。史実を明らかにする正攻法は文字資料に拠る
が、仏像の展開からも歴史を紐解くことができることは教科
書ではほとんど触れられていない。本講では、各時代の代
表的な仏像の作風や制作状況から当時の社会情勢を読み
解く方法を紹介する。わが国の歴史と文化に誇りを持った国
際人を育成する上でも、世界に誇り得るわが国の仏像につ
いて見識を深めることの意義は大きい。

濱田　宣（文学部教授）
香川県さぬき
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・特別支援学
校の教諭、養護

教諭向け

6,000円 40人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507042号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】喫煙・飲酒から学ぶ薬物
乱用防止教育

薬物乱用の低年齢化は、的確な知識、判断力・断り方など
のしかたが分からないなど具体的にどうするかの欠如、また
自己肯定感の低下によるところが多い。そこで本講義では、
①薬物の適正使用についての基礎的知識を習得、②薬物
乱用（不適正使用）の恐ろしさとその影響の基本的知識を習
得し、さらに③薬物乱用のゲートウエイとなる飲酒・喫煙の
問題点を修得することで、④これからの薬物乱用防止啓発
のあり方について考える。

伊藤　康一（香川薬学部教授）
香川県さぬき
市

6時間 令和2年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

6,000円 30人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507043号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】自然環境の教え方－ESD
と防災を目指して－

①「自然と人間との関わりと履歴」の具体例から、ESD(持続
可能な開発のための教育)や防災等地域課題の解決力を養
う。②地形・気候システムのメカニズムと他地域と関連づけ
た授業展開。③GIS(地理情報システム）を積極的に利・活用
できる事例紹介と教材作成体験。④歴史・公民系や他科目
にも理解でき活用できる内容。

古田　昇（文学部教授）
新見　延安（人間生活学部教授）

香川県さぬき
市

6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教

諭、養護教諭向
け

6,000円 20人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507044号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】人権・同和教育の実践に
向けて

人権問題を巡る社会情勢や児童・生徒の実態が大きく変化
する中、学校現場で人権・同和教育の実践にあたる教員に
求められる資質・技能について、「①同和問題をはじめとす
る人権問題の現状理解と学校教育の在り方」「②様々な人
権課題」「③人権尊重の視点に立った教育活動」の３つの観
点から、必要な知識や考え方を学び、学校における人権・同
和教育の実践力を高めることを目指す。人権問題の基本的
事項を網羅的に学習する。

島田　政輝（一般総合科目准教授）
渡邊　晋二（一般総合科目准教授）

香川県さぬき
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・特別支援学
校の教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

6,000円 50人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507045号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

徳島文理大学
【選択】学校における情報技術の
活用法

この講習では、PCやスマホなどの情報端末を利用して学校
での授業や校務を効率化する方法を具体的な実習から学
び、次世代の学校のあるべき姿について一緒に考えます。
校務のひとつである保健指導についても情報技術が有益な
ので養護教諭も対象にします。PCを利用しながら講習をす
るので、PCの基本的な操作ができる人を対象とします。

小林　郁典（理工学部准教授）
香川県さぬき
市

6時間 令和2年8月5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、養護教諭向
け

6,000円 44人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507046号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】教育現場の救急医療と医
療機器

教育現場では様々な医療急変事態が起こり、適切な対応に
は病態の理解と救命救急処置の知識が求められる。まず遭
遇する事の多い食物アレルギーと熱中症他の病態と対処法
を講義する。次に救命救急処置で必要不可欠な医療機器
の管理や操作について、機器を使用・体験し、臨床工学技
士の救急医療から高度先端医療までを説明する。実際に人
体シミュレータで心肺蘇生法の実技を行い、教育現場での
AED使用及び心臓マッサージ等緊急時に生かして欲しい。

氏原　友三郎（保健福祉学部教授）
藤岡　譲（保健福祉学部教授）
工藤　哲（保健福祉学部講師）

香川県さぬき
市

6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護

教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507047号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】詩と音楽で体感する英米
の文化

イギリス・アメリカの詩、および有名な楽曲の歌詞を題材に
して、そこから見えてくる文化事情（恋愛・親子関係・政治な
ど）を読みとり、日本やヨーロッパと比較してみたいと思いま
す。また、それぞれの詩や歌詞が、言葉を「音」として美しく
響かせるためにどのような工夫をしているかについても考え
てゆきます。とくに歌詞の場合はそこに使われている表現に
も着目し、現代英語の面白さや複雑さを味わってもらいま
す。

中島　正太（文学部教授）
山本　義浩（文学部講師）

香川県さぬき
市

6時間 令和2年8月5日 教諭

中学校・高等学
校（英語）・小学
校・特別支援学

校の教諭

6,000円 40人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507048号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】レゴ教材の組立とプログ
ラミング

近年、様々なロボットが開発され、様々な分野で応用されて
います。本講習では、ロボット制御技術(メカトロニクス)の基
礎について、実習を通して理解を深めます。実習では、レゴ
社とマサチューセッツ工科大学が共同開発した、10歳以上
を対象とした最新のロボット教材「マインドストームＥＶ３」を
用いて自律型ロボットを製作します。なお、ＥＶ３を制御する
プログラミング実習では、受講者がプログラミング言語を選
択できます。

河田　淳治（理工学部講師）
加治　芳雄（理工学部講師）

香川県さぬき
市

6時間 令和2年8月6日 教諭

中学校・高等学
校（理科,数学,技
術,工業,情報）・小
学校・特別支援
学校の教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507049号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学 【選択】古典の読み方

古典を読むときどのようなことが意識されるだろうか。作者
はだれか、本当にその人か。依拠する本文は自筆本か、ま
たはそれに近いものか。古典の理解には現代語訳が欠か
せないが、それはどの程度原文の味わいを伝えているのか
等々。本講習はこのような問題のほか、古典独特の表現な
どを取り上げて、古典への興味・関心を持てるようなトピック
を提供したいと思う。

近藤　政行（文学部教授）
青木　毅（文学部教授）

香川県さぬき
市

6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校・高等学
校（国語）の教諭

向け
6,000円 20人

令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507050号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】深い学びを実現するプロ
グラミング的思考

新しい学習指導要領では、主体的・対話的で深い学びの実
現を目指しています。この中でも特に、生活のあらゆる場面
で起こりえる課題に対して論理的かつ合理的に解決策を考
える力の育成が重要になっています。プログラミング的思考
とは、この力を具現化する代表的なものであり、単にコン
ピュータ用のコードを作成する能力ではありません。本講習
ではこの基本的な理解を目指しています。

小林　郁典（理工学部准教授）
香川県さぬき
市

6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教

諭、養護教諭向
け

6,000円 30人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507051号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学 【選択】生徒指導の充実

生徒指導の教育的意義ならびに生徒指導の三つの機能を
充足するための具体的・実践的な対処法について論ずる。
また、「不登校」「いじめ」や「学級崩壊」等の問題行動への
対応策についても検討を加えていく。

三橋　謙一郎（人間生活学部教授）
香川県さぬき
市

6時間 令和2年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

6,000円 30人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507052号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

徳島文理大学
【選択】教育に役立つ生物・薬学
の知識・実習

　現代の生物学は、分子から理解する分子生物学や細胞生
物学・薬学の知識が重要である。本講習は、午前中は「分
子生物学の基礎と発生分化、再生医療など」「免疫とエイ
ズ」「循環器とその病気と薬」について講義を行う。午後は
「細胞を蛍光抗体法での観察」の実習を行う。理科・生物お
よび保健・養護に役立つ知識・技能を習得することを目標と
する。

葛原　隆（薬学部教授）
深田　俊幸（薬学部教授）
喜多　紗斗美（薬学部教授）
畠山　大（薬学部准教授）
原　貴史（薬学部講師）
庄司　正樹（薬学部講師）
高岸　照久（薬学部助教）
太田　紘也（薬学部助教）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月20日
教諭

養護教
諭

小学校、中学校・
高等学校の教諭
（特に理科）、養

護教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507053号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】エシカル消費と徳島の食
文化の継承

　健全な身体育成を目指し健康を維持するためには、幼少
期からの食意識による自己管理能力が必要です。そこでエ
シカル消費の理念に基づいた教育方法を演習し、地元の環
境で生育した野菜や地域性、栄養的価値について学びま
す。地産野菜を利用した「夏野菜のレモン酢豚」「いなり寿
司」「そば米汁」「白和え」を調理し,「ワラビ饅頭」をお抹茶で
頂きます。未来ある子ども達への食育指導・エシカル消費の
理解などを目的とします。

長尾　久美子（短期大学部生活科学科准教授）
松下　純子（短期大学部生活科学科教授）
坂井　真奈美（短期大学部生活科学科教授）
佐賀　啓子（短期大学部生活科学科准教授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校・高等学
校の家庭科教

諭、小学校・特別
支援学校の教

諭、養護教諭、栄
養教諭向け

6,000円 32人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507054号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】生徒と教員のメンタルヘ
ルス～療法的な音楽の活用～

　前半では、療法的音楽活動と音楽が人に与える影響につ
いて説明する。それらを踏まえて全ての健常および軽度の
知的障害児を対象にコミュニケーションや自己表現をおこな
う音楽活動を取り上げる。後半では、音楽活動を経験するこ
とをとおして、音楽がいかに身体と気分、さらに集中力、自
尊心にも影響を与えるかに気づき、ストレスと痛み、人生の
うえでの変化に対処する方法を学ぶ（Mandel, 2010参照）。

千葉　さやか（音楽学部講師）
井村　幸子（短期大学部音楽科准教授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月26日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護

教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507055号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】心を元気にするレクリエー
ション支援についてｰ実践を通し
てｰ

　人間関係が希薄化していると言われている今日、心を元
気にするレクリエーション支援を通じて、コミュニケーション能
力を高めることは極めて重要である。本講座では、人と人を
つなぐホスピタリティやコミュニケーションワークの理論につ
いて具体的な支援の方法などを例を挙げながら講じ、その
理論に基づいた実技を体験することから、子どもたちの心の
元気に繋がるような教師としての実践的資質を培う。

岡山　千賀子（人間生活学部准教授） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

保育教諭、幼稚
園・小学校の教
諭、養護教諭向

け

6,000円 35人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507056号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】心を元気にするレクリエー
ション支援についてｰ実践を通し
てｰ

　人間関係が希薄化していると言われている今日、心を元
気にするレクリエーション支援を通じて、コミュニケーション能
力を高めることは極めて重要である。本講座では、人と人を
つなぐホスピタリティやコミュニケーションワークの理論につ
いて具体的な支援の方法などを例を挙げながら講じ、その
理論に基づいた実技を体験することから、子どもたちの心の
元気に繋がるような教師としての実践的資質を培う。

岡山　千賀子（人間生活学部准教授） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月26日
教諭

養護教
諭

保育教諭、幼稚
園・小学校の教
諭、養護教諭向

け

6,000円 35人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507057号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】子どもと家庭支援につい
て－実践から考える－

　少子高齢化社会の進行とともに家族や家庭生活は多様化
し、かつめまぐるしく変容している。このような現代社会の中
で、子どもが心身共に健康でよりよく育つための子ども家庭
支援は、きわめて重要である。本講座では、「子どもと家族」
「子育てを巡る課題」「子育て支援の制度・政策」「子育て支
援のあり方」などの内容について具体的な事例を取り上げ
ながら講じ、子どものよりよい育ちに通じる家庭支援の実践
的な力を培う。

岡山　千賀子（人間生活学部准教授） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507058号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

徳島文理大学
【選択】現場で役立つ水彩の基礎
と鑑賞の方法

　①水彩用具、紙類の扱いや技法の基礎を確認します。②
簡単な線から具象的な花や抽象的な作品の応用まで発展
させます。③作品を鑑賞することにより、互いの芸術観や感
性を感じ取り、自らの良さに気づきます。④教室や職場で活
用できる「みんな芸術家」の絵遊びを体験します。

仁宇　暁子（人間生活学部准教授） 徳島県徳島市 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、中学校・高
等学校の美術科
担当・美術部担

当教諭向け

6,000円 25人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507059号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】様々な画材の表現と鑑賞
の方法

　クレヨン、パス、鉛筆、コンテ、墨などの画材の効果的な活
かし方や紙の特質に適した表現方法を体験します。また、図
画工作や美術の時間に生かすことができる感性トレーニン
グや絵遊びを個人やグループで行い、子どもたちの内に潜
んでいる感性を引き出す方法を実践を交えて楽しく学びま
す。鑑賞では、子どもの作品や自分の作品の良さや特性を
見抜く目も養います。

仁宇　暁子（人間生活学部准教授） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月19日 教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校の
教諭、中学校・高
等学校の美術科
担当・美術部担

当教諭向け

6,000円 25人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507060号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学 【選択】音楽作品研究

　音楽の実践を学級、部活動の教育活動、情操教育に生か
すことを目標とする。その為にピアノ、声楽、管楽器、リコー
ダー、篠笛、指揮法などの実技レッスンを通して作品の背
景、分析を行いより深い演奏法を研究する。ボディーパー
カッションを通して、アンサンブルを学ぶ。それぞれの実技
のレッスン希望の方は、楽器、楽譜のご用意をお願いいたし
ます。

村崎　和子（音楽学部教授）
熊谷　公博（短期大学部音楽科教授）
板東　久美（音楽学部教授）
石井　恭二（短期大学部音楽科准教授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・音楽
担当教諭向け

6,000円 18人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507061号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】自然環境の教え方ーESD
と防災を目指してー

①「自然と人間との関わりと履歴」の具体例から、ESD(持続
可能な開発のための教育)や防災等地域課題の解決力を養
う。
②地形・気候システムのメカニズムと他地域と関連づけた授
業展開。③GIS(地理情報システム）を積極的に利・活用でき
る事例紹介と教材作成体験。④歴史・公民系や他科目にも
理解でき活用できる内容。

古田　昇（文学部教授）
新見　延安（人間生活学部教授）

徳島県徳島市 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・特別
支援学校の教

諭、養護教諭向
け

6,000円 20人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507062号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学 【選択】生徒指導の充実

　生徒指導の教育的意義ならびに生徒指導の三つの機能
を充足するための具体的・実践的な対処法について論ず
る。また、「不登校」「いじめ」や「学級崩壊」等の問題行動へ
の対応策についても検討を加えていく。

三橋　謙一郞（人間生活学部教授） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・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

向け

6,000円 50人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507063号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学 【選択】住生活を考える

(1)インテリアの基本的な内容と3DCADによる間取りの構成
を考える。
(2)各自が理想と考える間取りを3DCADで完成する。
(3)建築デザイン学科で独自に開発した(家庭科住居分野で
使用できる教材)間取り構成ツールを使用して、3DCADで作
成した平面図と併せて間取り構成を完成する。

川村　恭平（人間生活学部教授） 徳島県徳島市 6時間 令和2年8月3日 教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校の家庭科教諭

向け

6,000円 10人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507064号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】マルチメディアに関する講
習

　幼稚園や学校において、ホームページ作成や各種の掲
示・案内物・ポスター、電子黒板や電子教科書などの利用を
含む教材作成、児童・生徒による学習成果物作成など、
様々な場面でのマルチメディア活用に関する需要は増加し
ている。本講習においては基本的な画像処理・映像処理の
技術について実際にコンピュータを操作しながら学ぶことを
目的とする。なお講習時間中に作成した作品により評価を
行う。

山城　新吾（人間生活学部講師）
長濱　太造（人間生活学部助教）

徳島県徳島市 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・特別支援学
校の教諭、養護

教諭向け

6,000円 35人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507065号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】保育指導と気になる行動
の理解

　幼児期における保育指導のあり方について、理論的、且
つ実践的に追求する。次に、保育・教育活動において発達
障害児が見せる気になる行動を取り上げ、原因と指導法に
ついて具体的に解説する。

三橋　謙一郞（人間生活学部教授）
冨樫　敏彦（人間生活学部准教授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8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 80人

令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507066号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html
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徳島文理大学
【選択】ヘルシースクールを目指
す教育実践の進め方(ワーク
ショップ)

　いじめ、自殺、ストレス、生活習慣など現代の子どもの健
康課題が山積している。そこで、ヘルシースクールを目指す
ために、異なる校種や職種の教職員のそれぞれの持ち味を
活かした相互の学び合いにより、健康課題の解決方法を探
る。さらに、その具現化のために子ども達の主体的・対話的
な深い学びに留意し、健康実践力を高めるワークショップを
行う。

貴志　知惠子（人間生活学部准教授）
竹内　理恵（人間生活学部講師）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月17日
教諭

養護教
諭

養護教諭、小学
校・中学校・高等
学校・特別支援
学校の教諭向け

6,000円 20人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507067号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】子どもの表現を豊かにす
る保育教材

　領域「表現」のねらいと内容について確認するとともに、事
例を通して子どもの表現の読み取りや保育者の役割につい
ての理解を深める。そのうえで、表現活動を豊かにする保育
教材や遊びについて実践的に学ぶ。具体的には、楽器を用
いた「音で遊ぶ」活動や手遊び等を体験するほか、「作って
遊ぶ」「作ってうたう」活動につながる保育教材を制作する。

児嶋　輝美（短期大学部保育科教授）
岩﨑　順江（短期大学部保育科准教授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月18日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507068号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】小学校英語教育ＳＯＳ支
援！

　英語が苦手だから小学校教員になったのに今さら英語を
教えなければならない、という方々に対し、英検準2級レベ
ルのクラスルームイングリッシュを習得していただきます。動
画・音声・パワーポイント等の教材研究も紹介しますので、
中学校・高等学校教諭の方々の参加も歓迎です。ネイティブ
教員による英語ソング・ゲーム・アクティビティの実演も行う
観点から、英語活動がある現場の保育教諭、幼稚園教諭の
方々も対象とします。

堀口　誠信（短期大学部言語コミュニケーション
学科教授）
大岩　秀紀（短期大学部言語コミュニケーション
学科教授）
KITA　LANCE　YUKIO（短期大学部言語コミュニ
ケーション学科講師）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月25日 教諭

英語教育に関わ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の英語教諭、
並びに保育教

諭、幼稚園教諭
向け

6,000円 30人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507069号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】生徒指導に役立つ医学と
保健の知識

　今、従来の「健康」に関する疑問の声が挙がっている。ここ
では「障害」の視点からあらためて「健康」とはどのような意
味であるかを考える。さらにこの講習では、児童・生徒の多
様な健康問題（性感染症などを含む）を問題対処型から予
防的対応をする視点で捉えられるように留意する。

夛田羅　勝義（保健福祉学部教授）
森脇　智秋（保健福祉学部准教授）

徳島県徳島市 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・特別支援学
校の教諭、養護

教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507070号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】GISを理解・活用するー入
門と基礎演習ー

　GISは、位置情報をキーに様々な情報を結んで可視化し、
高度な分析や迅速な判断を可能にします。本講習ではGIS
初心者（パソコンの初歩操作ができる人）を対象に、演習中
心にGISの基本原理と操作法を学びます。町の探検活動の
行動ルートや写真を一枚の図に表現したり、歴史地図・環境
変化、ハザード、インフルエンザ感染エリア、マーケッティン
グなど各校種、各単元で利用できる様々なデータマップの作
成方法を紹介します。

古田　昇（文学部教授）
中条　義輝（文学部教授）

徳島県徳島市 6時間 令和2年8月18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、養護教諭向
け

6,000円 20人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507071号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】初心者のためのコン
ピュータミュージック講座

　iPadまたはiPhoneと、音楽アプリ「GarageBand」を使用しま
すので、これらをお持ちの方のみを対象とします。事前に
iPadまたはiPhoneに音楽アプリGarageBandをインストール
し、動作確認をした上でご持参ください。なお、楽譜が全く読
めない方は受講できません。
　前半は講義形式により、コンピュータミュージックの仕組み
や基礎的内容を解説、またiPadやiPhoneによる簡単な音楽
制作に取り組みます。後半は実際にパソコンを使用し、簡単
な音楽制作に取り組みます。日常の多様な教育活動の中
に、簡単なコンピュータミュージックを取り入れるという観点
から、音楽科教諭以外も対象とします。

原井　俊典（短期大学部音楽科教授） 徳島県徳島市 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（楽譜が

全く読めない方は
除く）向け

6,000円 15人
令和2年4月17日～
令和2年5月29日

令02-
30548-
507072号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html
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九州産業大学
【選択】英語教育における4技能
統合を目指したリーディング活動

英語教育において、4技能統合を目指した英語教育の実践
に向けて、特にリーディング活動に焦点を当て、理論や実践
を通して、実際の授業に役立つヒントを教授していきます。
また、主体的なリーディング活動を紹介し、模擬授業等を通
じて、教員自身の指導力および英語力の向上につながるよ
うにしたいと考えています。講習は日本人教員が分担して行
い、主体的なリーディング活動を行うための理論的概説と具
体的な活動例について教授し、受講者の理解を深めていく
ことを目指します。

大薗　修一（語学教育研究センター准教授）
前屋敷　太郎（語学教育研究センター常勤講
師）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月21日 教諭

中・高等学校教
諭（英語教科及び
語学教育に関心
のある教諭）向け

6,000円 30人
令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509617号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】教育現場で活かすカウン
セリング

カウンセリングで最も大切で最も難しい「傾聴」。この傾聴を
教師という立場で行うことはどういうことなのか。臨床心理士
の立場からカウンセリングにおける「傾聴」を紹介し、受講者
と一緒に演習を通して教育現場でどのように活かせるかを
考える。

三國　牧子（人間科学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年7月22日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高等
学校教諭、養護

教諭
6,000円 50人

令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509618号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】子どもたちの「主体的・対
話的で深い学び」を実現する図
画工作科の時間をデザインする

この講習では、図画工作科の「鑑賞」に焦点を当て、アメリ
カ・ニューヨーク近代美術館で開発されたVTS（ビジュアル・
シンキング・ストラテジー）という「対話型鑑賞法」やアイマス
クをして作品にふれる「無視覚流鑑賞法」を用い、子どもた
ちの主体的な習得・学習・探求という学習プロセス＝から問
題発見・解決能力の向上、そして他者との協働による対話
的な学びの実現、さらに作品への興味関心から、主体的な
学びへと導く方策を参加する教員がグループワークを通じ
て、実践的に学習する。

緒方　泉（地域共創学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年7月22日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509619号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】シルバーメタルワーク～
「銀材を用いたジュエリーの制
作」

工芸史に触れながら素材に関する基礎的知識を学ぶ。ま
た、素材の1つである純銀を使用してアクセサリーの制作を
行う。工芸作品の制作を行うことで生徒に工芸とはなにかを
学ばせる手立てとする。

筒井　知徳（造形短期大学部特任教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年7月25日 教諭

中・高等学校教
諭（美術教諭及び
工芸分野を教材
として使用する教

諭）向け

6,000円 15人
令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509620号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学 【選択】子どもの健康と生活習慣

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
向けては、時代の変化と課題を理解しつつ、家庭と保育・教
育現場が協働して環境を整えていく努力が不可欠である。
本講習は、幼児期から学童期における生活習慣の重要性
について、睡眠、運動、食事、家庭との連携、支援方法など
の視点を交えた内容で構成する。

田中　沙織（人間科学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年7月22日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 40人

令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509621号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】アニメーション・映像の世
界

アニメーション・映像の原理、制作方法を基礎的実習、参考
映像等を鑑賞しながら学ぶ。映像の基本であるストップモー
ションアニメーションを制作し、映像についての理解を深めて
いく。また、映像鑑賞を行い、生徒たちに何を学ばせるべき
なのか考察する。

井上　博樹（造形短期大学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年7月22日 教諭

小・中学校教諭
（美術教諭及び映
像を教材として使
用する教諭）向け

6,000円 20人
令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509622号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】子どもたちの「主体的・対
話的で深い学び」を実現する図
画工作科の時間をデザインする

この講習では、図画工作科の「鑑賞」に焦点を当て、アメリ
カ・ニューヨーク近代美術館で開発されたVTS（ビジュアル・
シンキング・ストラテジー）という「対話型鑑賞法」やアイマス
クをして作品にふれる「無視覚流鑑賞法」を用い、子どもた
ちの主体的な習得・学習・探求という学習プロセス＝から問
題発見・解決能力の向上、そして他者との協働による対話
的な学びの実現、さらに作品への興味関心から、主体的な
学びへと導く方策を参加する教員がグループワークを通じ
て、実践的に学習する。

緒方　泉（地域共創学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年7月25日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509623号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/
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九州産業大学
【選択】「18歳成人」を考える―消
費者教育と主権者教育の観点か
ら―

2015年の公職選挙法の改正により、「18歳選挙権」が実現し
た。2018年には、成人年齢を18歳に引き下げる改正民法が
成立し、2022年4月1日に施行する。「18歳成人」を念頭に置
いた教育が現在求められているなか、本講習では、「18歳成
人」に関して、消費者教育と主権者教育の観点から考える。

宗像　優（地域共創学部教授）
岡田　希世子（地域共創学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月1日 教諭
中・高等学校教

諭向け
6,000円 40人

令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509624号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】学校で活かせる解決志向
ブリーフセラピー‐良循環の教育
相談

解決志向ブリーフセラピーは、良循環を重視するブリーフセ
ラピーの一種で、シンプルで安全性が高く教育相談でも活
用されています。問題の原因を取り除こうとする従来の発想
（問題・原因志向）から転換し、誰もがリソースを持つことに
着目し、本人の力を引き出して、本人が望む解決や未来の
実現に向けて（解決志向）、支援します。本講習は、ワーク
中心にリラックスして楽しんで、明日から学校で活かすヒント
を学ぶ機会を提供します。

伊藤　弥生（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月1日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

向け
6,000円 30人

令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509625号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学 【選択】ものづくり教育と理科実験

近年、生徒が興味を持ち、主体的に取り組むことができ、ま
た考える力を育てることのできる体験型のものづくり教育が
教育現場に積極的に取り入れられている。そこで本講習で
は「ロボットを動かす」、「割り箸とケント紙で作る紙飛行機」、
「高分子材料に関する理科実験など」に関する講習を行う。

寺西　高広（理工学部教授）
牛見　宣博（理工学部教授）
平山　智之（生命科学部准教授）
佐野　洋一（生命科学部講師）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月1日 教諭

小・中・高等学校
教諭（理科・工

作・技術・工業・も
のづくりに関心の
ある教諭）向け

6,000円 30人
令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509626号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】JavaScriptを使ってウェブ
ページ上で動くプログラムを作成
しよう

本講習ではJavaScript言語を使ってウェブページ上で動く簡
単なプログラムを作成します。JavaScript言語はプログラミン
グ初心者にも比較的修得しやすく、また、様々な機器（パソ
コン、タブレット、スマートフォン）で動作するプログラムを作
成できるという利点があります。本講習ではJavaScript言語
を使ったプログラムを動作させるために必要なウェブページ
の仕組みを説明した後、ウェブページ上で動作する簡単な
プログラムを作成します。対象レベルとしては「パソコン操作
に習熟しておりタッチタイピングはほぼできるがプログラミン
グはほぼ未経験」という方を想定しています。

菅野　禎盛（商学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年7月22日 教諭

小・中・高等学校
教諭(情報・商業・
技術・工業教科
及び情報教育に
関心のある教諭）

向け

6,000円 30人
令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509627号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】保育と絵本 ～保育をひろ
げる、つなげる～

子どもたち（幼児・児童）が好きな絵本についての理解を深
め、日々の教育と絵本の関係を改めて考えます。また、子育
て支援に絵本がもつ意味について、多様な絵本に具体的に
接しながら理解します。0歳の子どもも大人も楽しむことがで
き、生活を豊かに彩る絵本の魅力、醍醐味を詳らかにし、絵
本の世界をひろげ、つなげていきます。

上出　惠子（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月21日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 40人

令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509628号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学 【選択】はじめてのWebデザイン

本講習では、学校ホームページ等の作成を検討中の方を対
象に、Webの標準技術であるHTMLとCSSを用いたWebサイ
トの制作体験を行います。
ネットワークの仕組みサーバーの仕組み、また、ブラウザの
効率的な活用方法など、実際にページを作りながら総合的
に学びます。なお、本講習では、講習後の学習に配慮して、
オープンかつフリーな開発環境をご紹介します。

井上　貢一（芸術学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年7月22日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 20人

令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509629号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/
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九州産業大学 【選択】人間形成と教育

教職に従事する者にとって人間形成の概念を明確にしてお
くことは、必要不可欠の条件です。本講習では、人間形成の
概念を明確にし、すべての段階における学校教育(幼・小・
中・高)の指導者にとって日々の教育指導にその明確な意義
を理解し、より優れた教育実践を行っていただくための一助
になればと思い開講いたしました。
講習内容は、以下のような内容を予定しています。
1.人間とは何か
2.生理的早産として生まれてきた人間
3.教育的有機体としての人間
4.成長・発達の各段階における教育のあり方
5.人間形成と教育
本講義を通じて、人間形成を目的とする教育のあり方につ
いて多面的に明らかにしていきたいと思います。

田井　康雄（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月24日 教諭
幼・小・中・高教

諭向け
6,000円 40人

令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509630号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】質の高い保育実践と幼稚
園教育要領の改定の方向性を学
ぶ

世界的に質の高い幼児教育実践についての関心が高まっ
ているが、具体的にどのような実践が子ども達のニーズに
あった実践となるのか、保育実践への様々なアプローチに
ついて学ぶ。また、これからの幼児教育を踏まえて改定され
た「幼稚園教育要領」(平成29年度)についても解説する。

清水　陽子（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月24日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509631号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】造形活動体験〜子どもた
ちの豊かな感性を育てよう！

「表現する力」を養うために必要な素材の特性を知ることや
他者の表現に触れるなどして、その指導法について考え
る。造形表現において「表現する過程を大切にすること」とは
どういうことか、国内外の保育実践を参考に実際に造形活
動を体験しながら学ぶ。

冨永　剛（人間科学部講師） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月24日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509632号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】歌に合わせたリズム遊び
の創作と実践

歌に合わせたリズム遊び・身体を使ったボディパーカッショ
ンの創作・実践および簡単な打楽器を使った表現の実践に
ついて、グループ演習を通して考える。

植村　和彦（人間科学部講師） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月21日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509633号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】経済学を通して世界を見
つめる

本講習では、ミクロ経済学の初歩的な知識を紹介し、それを
用いることで現実世界のどのような事象を説明できるのか、
どのように教育や他者の支援に活かせるのかについて考え
ていきます。まず、講義の前半部分において、初歩的なミク
ロ経済学のツール、特に「費用・便益」「インセンティブ」の考
え方を学びます。後半部分では、前半部分で学習した内容
を利用し、実際に日本国内で起きているNEET・引きこもりの
ような若者の問題や、他者を支援する方法、「日本人らしさ」
とは何かなどについて考えてゆきます。

髙橋　主光（経済学部講師） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月21日 教諭

小・中・高等学校
教諭（社会系教
科及び数学科教
育に関心のある

教諭）向け

6,000円 30人
令和2年4月24日～
令和2年5月24日

令02-
30557-
509634号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学 【選択】相談援助の技法と実際

発達上の気がかりに対する支援について、子どもへの直接
的アプローチ、保護者等に対する間接的アプローチを取り上
げ、支援を行う際の具体的方法や技術について解説する。
具体的な、臨床事例等を例に、技法を学ぶ演習も実施す
る。

堀内　ゆかり（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月21日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和2年4月24日～
令和2年5月22日

令02-
30557-
509635号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】体育授業における児童・
生徒の学びの実態と授業づくり
の課題

小・中・高校の体育授業における学びの実態と教師の指導
性と関係について解説し、体育授業づくりの課題について解
説する。具体的には、ボールゲーム及び器械運動に重点を
置きながら、運動技能の習得を促す指導及び技能差や関
心・意欲が異なる学習者に対する指導を具体的に解説す
る。これを通じて他の運動領域を取り扱う際にも適用される
原則を考察する。また、本講習は、主に体育の授業に関わ
る方、運動部の部活指導をされている方を対象とする。

黒川　哲也（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年10月24日 教諭
小・中・高校教諭

向け
6,000円 30人

令和2年4月24日～
令和2年5月22日

令02-
30557-
509636号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/
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久留米大学 【選択】協同学習による授業づくり

本講習では、児童・生徒の変化成長を保証する活動性の高
い授業づくりを協同学習の観点から検討します。初日は、協
同学習の基本的な考え方と実践方法を協同学習の技法を
活用しながら実践的に学びます。2日目は、協同学習の一
技法であるLTD話し合い学習法を体験し、協同学習を実践
するうえで留意すべき諸点について理解を深めます。3日目
は、協同学習を導入した授業づくりについて、アイディアを出
し合いながら学習します。

安永　悟（文学部教授）
須藤　文（非常勤講師）

福岡県久留米
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、およ
び高校の教諭

18,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年7月16日

令02-
30560-
509687号

0942-44-2071
http://www.kurume-
u.ac.jp/

久留米大学
【選択】読みと計算に困難のある
子どもの理解と支援

事例や疑似体験により、読み困難の実際と心理的ストレス、
注意欠如多動症（ADHD）の子どもの不注意の実際と心理的
ストレスを理解し、支援方法について支援事例を通して説明
する。計算困難についても取り上げる。グループワークを行
う。

園田　貴章（人間健康学部教授）
福岡県久留米
市

6時間 令和2年8月18日 教諭
幼稚園・小学校・
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7月16日

令02-
30560-
509688号

0942-44-2071
http://www.kurume-
u.ac.jp/

久留米工業大学 【選択】工業の最近の話題

　機械システム工学科、交通機械工学科、建築・設備工学
科、情報ネットワーク工学科の教員が、それぞれの専門分
野の最近の話題について全般的な知識を教授し、工業教育
について更なる理解を深めることを目指す（中学・高校教員
向け）

益本　広久（工学部機械システム工学科教授）
吉野　貴彦（工学部交通機械工学科講師）
松本　豊（工学部建築・設備工学科准教授）
河野　央（工学部情報ネットワーク工学科教授）

福岡県久留米
市

6時間 令和2年6月6日 教諭
中学校教諭（技

術）、高等学校教
諭（工業、情報）

6,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月20日

令02-
30561-
509426号

0942-22-2348
http://www.kurume-
it.ac.jp

久留米工業大学
【選択】ユニバーサルデザインの
理科授業

　理科（主に物理）教育の専門の教員が、ユニバーサルデ
ザインの理科教育について体験型授業を行う。中でも、理
科におけるICT教材（電子黒板、タブレットやデジタル顕微鏡
等、e-learning）の利用法や理科実験、アクティブ・ラーニン
グに関する学修を行う。

中村　文彦（工学部教育創造工学科教授）
井野　明洋（工学部教育創造工学科教授）
野田　常雄（工学部教育創造工学科准教授）
酒見　龍裕（基幹教育センター助教）

福岡県久留米
市

6時間 令和2年6月6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20日～
令和2年5月20日

令02-
30561-
509427号

0942-22-2348
http://www.kurume-
it.ac.jp

久留米工業大学 【選択】体育概論

近・現代の体育やスポーツは、総合的な人間形成との関連
で論じられる場合が多いが、このような背景や過程を概括す
ると共に、その基本的な構造について、プレイと自己実現、
スポーツ規範、自発性と美の三つの観点から整理する。ま
たそこから導き出される体育・スポーツの可能性や存在意
義について考える。講習に際しては、これらの問題を単なる
理念としではなく、身近で具体的な問題として捉えていきた
い。

吉谷　修（工学部教授）
福岡県久留米
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
保健体育科教諭

6,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月20日

令02-
30561-
509428号

0942-22-2348
http://www.kurume-
it.ac.jp

久留米工業大学
【選択】技術を理解するための８
項目

　技術の現場では常識とされながら、教育の場ではほとんど
教えられていない考え方や概念の中から８項目を選び、そ
れらについて技術者教育の中で教えることを検討します。そ
の８項目とは、「余裕」「フェイル・セイフ」「ノウ・ハウ」「やって
みなければ分からない」「使い古された技術」「トレード・オ
フ」「ボトルネック」「ラジアン」です。

立花　均（元久留米工業大学工学部教授）
福岡県久留米
市

6時間 令和2年6月7日 教諭

中学校教諭（数
学・理科・技術）、
高等学校教諭
（数学・理科・情

報・工業）

6,000円 50人
令和2年4月20日～
令和2年5月20日

令02-
30561-
509429号

0942-22-2348
http://www.kurume-
it.ac.jp

久留米工業大学 【選択】教育熱心がはらむ問題

　教育者が教育熱心でなければ、子どもの能力は基本的に
は伸ばせません。しかし、教育熱心がかえって子どもの能力
の伸びを決定的にとめてしまうことがあります。その点で教
育熱心は、子どもをほうっておく教育不関与よりも危険な面
をもっています。そういった教育熱心がはらむ問題につい
て、どうしてそのようなことになるのかを検討します。

立花　均（元久留米工業大学工学部教授）
福岡県久留米
市

6時間 令和2年6月20日 教諭
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 100人

令和2年4月20日～
令和2年5月20日

令02-
30561-
509430号

0942-22-2348
http://www.kurume-
it.ac.jp

西南学院大学
【選択】子どもと家族を支える教
員の役割－福祉的視点からの再
考－

子どもと家族の今日的課題について福祉的視点から理解を
深め、教員としての役割を再考することを目指す。講習で
は、児童虐待、子どもの貧困、発達障害等の子ども家庭福
祉問題の現状と課題および支援の実際について、ソーシャ
ルワークの知識・技術をふまえて概説する。また、具体的な
事例をもとに、グループでの検討を行う。

山本　佳代子（人間科学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年7月30日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校
教諭、養護教諭

6,000円 25人
令和2年4月20日～
令和2年5月10日

令02-
30565-
508999号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

西南学院大学
【選択】農山漁村にみる文化とし
ての自然環境

自然環境は、人間にとって脅威でもあり、豊かな恵みを与え
てくれる存在でもあります。本講習では、農山漁村のくらしを
事例に、単なる物理的存在としてではなく、文化としての自
然環境について、人々と環境との関係や自然観をとおして
考えていきます。教科としては、小学校生活科・社会科、中
学校社会科、高校地歴科と関係する内容となります。また、
身近な地域の学習についてのヒントとなるような材料を提供
したいと考えています。

藤永　豪（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年7月27日 教諭

小学校・中学校
教諭（社会科）・
高等学校教諭
（地理歴史科）

6,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月10日

令02-
30565-
509000号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/

西南学院大学
【選択】身近なサイエンス：身近な
生き物を観察する

学校の周辺でも見られる身近な生き物たちに焦点をあて
て、その暮らしや生き方（生態）を調べる。具体的には、室内
でノラネコの生態や調査法を学んだのち、実際に屋外（主に
西新商店街付近）にて、ノラネコの個体識別や追跡等の
フィールドワークを行う。また、班に分かれてグループワーク
を行うこともある。外を歩きまわれる靴や服装（雨天には雨
具）、帽子等が必要。なお、大雨や台風などの荒天の場合
は、別メニュー（顕微鏡による微生物の観察等）に変更する
こともある。

山根　明弘（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年7月28日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

教諭（理科）
6,000円 15人

令和2年4月20日～
令和2年5月10日

令02-
30565-
509001号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/

西南学院大学
【選択】英語音声の習得メカニズ
ムと教授法について

主に英語の音声習得について、理論的・実践的な側面から
検討する。まず、ことば（特に音声）はどのように理解・習得
されるのか、特に第二言語学習者の言語習得メカニズムの
特徴について、英語母語話者との共通点・相違点から検討
する。その知見をもとに、どのような学習法をどのように指
導すれば、生徒の英語音声習得に効果的なのか、シャドー
イング等の手法を実際に体験しながら検討する。

中西　弘（東北学院大学　文学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年7月31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20日～
令和2年5月10日

令02-
30565-
509002号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/

西南学院大学
【選択】英語教育におけるクリティ
カル・シンキング養成講座

中高の英語教育において、互いに平等な立場でディスカッ
ションし、物事を多角的・多面的に吟味し見定めていく力（い
わゆる「クリティカル・シンキング」）を育成する必要性が高
まってきています。この講習では、アメリカ文学の短いテキス
トを英語教材として用いて、生徒の語学力と文化・文学への
理解を高めつつ、生徒同士の対話を促す方法の具体例を
示します。また、授業を民主的に運営し、生徒の批判的思考
力を養成する際の問題点を話し合い、ディスカッション後の
結論の引き出し方と生徒に対する評価方法を考えます。

藤野　功一（文学部教授） 福岡県福岡市 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 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月10日

令02-
30565-
509003号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/

西南学院大学
【選択】体育科教育における教材
づくり講座

体育科教育における教材づくりのポイントについて概説しな
がら、個別、グループでのワークを通して、受講者が実践し
ている教材の見直しを図る。後半は、体育館での実践も行
い、参加者同士でのリフレクションを基に更に修正していく。

田原　亮二（人間科学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校・高等学
校教諭（体育科）

6,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年5月10日

令02-
30565-
509004号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/

西日本工業大学
【選択】電気工学・ICT及び土木工
学の概要

本講習では，現代社会を支える電気工学・ICT・土木工学の
トピックスを教授します。まず省エネルギー・低炭素社会を
実現する充電池や電気自動車・水素エネルギーに関する知
識について概説します。次にICTに関する知識の獲得と教育
活用について実践を交えて講習します。さらに地盤工学・構
造工学を中心とした土木工学技術の概要とトピックスを解説
します。

池田　英広（工学部教授）
井上　翼（工学部准教授）
山本　健太郎（工学部准教授）
濵本　朋久（工学部准教授）

福岡県京都郡
苅田町

6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校教諭（技術・工

業・情報）
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
30571-
509650号

093-563-2444
http://www3.nishitech.
ac.jp/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
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西日本工業大学 【選択】機械工学の最近の動向

機械工学分野では”ものづくり”をキーワードに実践的な教
育や指導に力を入れている。今回は、地元企業の支援や連
携などを通じて培ってきた技術トピックス（自動車開発にお
けるデジタルエンジニアリング、ＰＢＬ型ものづくり教育と
SDGs（プラスチック問題）への対応、プレス成形および新技
術への挑戦）を紹介する。最後に、将来のものづくりとして実
用化が進んできた金属部品の三次元積層造形技術の進展
と課題について概説する。

坂田　豊（工学部教授）
瀬々　昌文（工学部教授）
高　峰（工学部教授）
高橋　雅士（工学部教授）

福岡県京都郡
苅田町

6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校・高等学
校教諭（技術・工

業・情報）
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
30571-
509651号

093-563-2444
http://www3.nishitech.
ac.jp/

西日本工業大学 【選択】現代社会とデザイン

高度に複雑化する現代社会を生きる私たちにとって、豊か
な生活環境を構成する「デザイン」は重要な課題です。 「デ
ザイン」とは、都市や空間、工業製品、Webサイトといった
様々なモノや情報を設計し、整理し、再構成する力のことで
す。ここでは主に建築分野、情報デザイン分野における現
代社会とデザインの関わりについて講習します。

領木　信雄（デザイン学部教授）
趙　彦（デザイン学部准教授）
古田　智基（デザイン学部教授）
長　聡子（デザイン学部准教授）

福岡県北九州
市

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学校・高等学
校教諭（技術・工

業・情報）
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
30571-
509652号

093-563-2444
http://www3.nishitech.
ac.jp/

福岡工業大学 【選択】整数とRSA暗号

ネット通販などにおいて比較的安心して買い物ができるの
は、暗号理論の応用によって情報通信の安全性が確保され
ているからである。現代暗号の主流であるRSA暗号の基盤
となる部分は、代数学、特に整数論である。本講習では、整
数に関する初等的な性質を確認し、それがどのように暗号
系の形成に役立てられているか、その仕組みの理解を図
る。

菊田　俊幸（情報工学部助教）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和2年8月6日 教諭
中学数学教諭

高校数学情報教
諭

6,000円 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507925号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学 【選択】学級経営と社会学

本講習では、児童・生徒の「社会」に対する理解を促すため
の諸理論を解説しながら、どのように学級経営・学級活動に
活かすことができるのか考えていきます。児童・生徒に「社
会」の在り方を理解させることで、より効果的な学級経営や
生徒指導につなげていきたいと考えています。

白坂　正太（社会環境学部助教）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和2年8月6日 教諭 全教諭 6,000円 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507926号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学 【選択】技術開発の舞台裏

工学分野の歴史を振り返りますと，基礎科学は学問の創出
や，社会の仕組みを変える新技術の開発に貢献してきたこ
とに気づきます．
当該講習では，これまでに産業革命と呼ばれてきた社会構
造の変化は，新技術によって励起された出来事であったこと
を紹介したいと思います。

仙波　卓也（工学部教授）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和2年8月7日 教諭
社会・工業担当

教諭
6,000円 30人

令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507927号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】マルチメディア技術の基
礎と応用

マルチメディアの基礎として、2進数などの話から入り、コン
ピュータ上で文字や音、画像などのデータがどのように表現
されているかを学びます。また、応用として、3Dコンピュータ
グラフィックスについて学びます。数学や物理がコンピュータ
によってどのように映画やゲームに応用されるか理解しま
す。

山澤　一誠（情報工学部教授）
家永　貴史（情報工学部准教授）

福岡県福岡市
東区

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学理科数学技
術教諭　高校数
学理科情報教諭

6,000円 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507928号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】カッテングプロッタと３Dプ
リンタによるモノづくり体験

 現在のICT化されたモノづくりにおいて，デジタルファブリ
ケーションが注目されています．本講習では，デジタルファブ
リケーションの基礎についての講義，3Dプリンタやレーザ加
工機などの動作見学、CADデータの生成演習，レーザ加工
によるプロトタイプの製造を体験します．課題はネームプ
レート，またはハンコづくりを予定しています．アクリル板や
ラワン板の素材をカットし，名入れや印章などを彫刻して組
み立てます。

松原　裕之（情報工学部講師）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和2年8月7日 教諭
中学技術教諭

高校工業情報教
諭

6,000円 16人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507929号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡工業大学
【選択】深い学びにつながるプレ
ゼンテーション教育の方法

本講座では、基礎的・汎用的能力の一つとしてプレゼンテー
ション能力を捉え、深い学びにつながるプレゼンテーション
教育の方法について学びます。具体的には、講師が開発し
た並行反復学習法の進め方をテキストを用いて講義・実践
します。講座の最後にはこの指導法を土台に受講者の教育
場面に適した応用方法を創出するために受講生同士で議
論をおこない、授業の設計方法等について理解を深める時
間を設けます。

中野　美香（社会環境学部准教授）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和2年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 8,090円 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507930号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】地理情報システム（GIS）
を活用した地域学習の実践

新しい学習指導要領のもとで必履修化される「地理総合」で
は、地理情報システム（GIS）の活用が重視されるようにな
り、小中学校でも教育のICT化が推進されています。本講習
では、GIS初心者を対象に、GISの基本的な考え方を学ぶと
ともに、Web-GISによる演習を通じて地域学習における活用
方法について考えます。

上杉　昌也（社会環境学部助教）
福岡県福岡市
東区

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 20人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507931号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学

【選択】現代教師に求められる職
務遂行のための心の環境づくり-
先人の教えを活用したストレスを
心のエネルギーに転換する工夫
-

本講習は、新しい学習指導要領に求められる資質能力の形
成・向上と働き方改革による勤務時間短縮化の中で、「チー
ム学校」の一員としての教師に求められる職責遂行のため
の心の環境づくりについて、先人の教えを活用しながら、特
に職務遂行上のストレスを心のエネルギーに転換する工夫
に焦点をあてて、講義を進めていきます。先人の教えとして
は佐藤一斎の『言志四録』の内容を中心とし、貝原益軒の
思想や孔子の『論語』等を取り上げますが、西洋の先人の
思想やことわざにも言及します。

上寺　康司（社会環境学部教授）
福岡県福岡市
東区

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 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507932号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学 【選択】防災教育

東日本大震災における「釜石の奇跡」といわれた避難の成
功の原動力にあった防災教育の事例を皮切りに、平成29年
7月北部九州豪雨をはじめとした九州に多い風水害や火山
災害等について、座学とワークショップ（WS）をおこなう。特
に、避難する事の重要性、避難に関わる情報の取得、ハ
ザードマップの見方、地域との連携について詳細に講義し、
それぞれの学校、地域に合わせた対策をWSで議論して頂
く。

森山　聡之（社会環境学部　教授）
福岡県福岡市
東区

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 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507933号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】半導体デバイス入門と太
陽電池製作体験

世界中の研究者や機器メーカの技術者が「集積回路の高性
能化」に向けて基礎的な研究から応用研究までの幅広い分
野で活躍しています。環境・安全・エネルギー問題には欠か
せない半導体シリコンの発見，IC(Integrated Circuit)の発
明、産業化、超LSIの最先端製造技術などに加えて半導体
デバイスの基礎についての講義と、半導体デバイス製作実
験センター(クリーンルーム)で太陽電池製作工程を体験実
習します。

田中　秀司（工学部教授）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和2年8月19日 教諭
中学理科技術教
諭　高校工業理

科教諭
6,000円 25人

令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507934号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】発達障害の理解と支援へ
の活かし方

本講習では，発達障がいの子どもたちの困り感を理解し，支
援に活かしていくための講義・演習を行います。まず，発達
障がいの特徴が子どもたちのどのような行動に現れている
のかを理解します。その上で，どのような支援（環境の調整
や指導）が有効であるかを学びます。事例を用いたグルー
プワークを通じて，支援のポイントを検討し，日頃の実践に
活かすことのできる支援方法を整理します。

宮本　知加子（FD推進機構特任教員）
福岡県福岡市
東区

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 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507935号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡工業大学
【選択】先人の教えを活かした道
徳教育

本講習では、教育における伝統文化の尊重の視点から、先
人の教えに内在する道徳的価値を活かした道徳教育の在り
方について、江戸時代の儒学者、佐藤一斎の『言志四録』、
貝原益軒の『養生訓』・『大和俗訓』・『慎思録』、孔子の『論
語』を中心に取り上げて講義を展開し、道徳的実践力の涵
養の工夫を探究する。本講習の道徳教育は、教科「道徳」の
みならず、小・中・高の学校教育活動全体を通して行う道徳
教育を対象とする。

上寺　康司（社会環境学部教授）
福岡県福岡市
東区

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 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507936号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】明日のICT教育を担う情
報技術とRaspberry Piによるプロ
グラミング体験

2003年度に日本の中等教育に「情報」が教科として導入さ
れ、2020年度から小学校での「プログラミング教育の必修
化」が発表された。本講座では、現代の最新技術の中から
明日の情報教育で必修となりそうな話題を厳選し、その原
理を演習や実習を主な学習方法とし、わかりやすい解説講
義を織り交ぜながら学習する。また、簡単な電子回路を制御
するプログラミング技術（C言語）の体験をしてもらう。

松尾　慶太（情報工学部教授）
石田　智行（情報工学部准教授）
池田　誠（情報工学部准教授）

福岡県福岡市
東区

6時間 令和2年8月20日 教諭
中学技術・理科・
高校工業・理科・

情報教諭
6,000円 20人

令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507937号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】デジタルファブリケーショ
ンによるレーザー加工の体験

 現在のICT化されたモノづくりにおいて，デジタルファブリ
ケーションが注目されています．本講習では，デジタルファブ
リケーションの基礎についての講義，3Dプリンタやレーザ加
工機などの動作見学、CADデータの生成演習，レーザ加工
によるプロトタイプの製造を体験します．課題はネームプ
レート，またはハンコづくりを予定しています．アクリル板や
ラワン板の素材をカットし，名入れや印章などを彫刻して組
み立てます．

松原　裕之（情報工学部講師）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和2年8月20日 教諭

中学技術・高校
工業・情報教諭を
主たる受講対象
とするが，それ以
外の教科の教諭

でも受講可能

6,000円 10人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507938号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】物語を通して考える柔軟
な心の育て方-おとぎ話を題材に
して-

この講習では、「自分と違う存在」をどのように理解し、受け
入れていくかという問題について物語を通じて考えていきま
す。多様化していく社会を生きるうえで、異文化を受け入れ
ることは重要な課題となります。昔話やおとぎ話などの身近
な物語を様々な視点から読み直すことで、年齢、ジェン
ダー、育った背景、考え方などが違う人々を、差別や偏見を
持たず受容できる柔軟な心の育て方を考えます。講義に
よって物語や異文化の在り方について学び、議論を通じて
多様性を受け入れる柔軟な心の育成へ理解を深めていきま
す。

原田　寛子（社会環境学部准教授）
福岡県福岡市
東区

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 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507939号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】先人の教えを活かした学
校の危機管理

本講習では、教育における伝統文化尊重の視点から、危機
に対応するための心の環境づくりについて、先人の教えに
内在する危機管理の知恵を講義し、学校における危機管理
の実践知としての活用のための工夫を探究する。先人の教
えとしては、江戸時代の儒学者、佐藤一斎の『言志四録』、
貝原益軒の『養生訓』・『大和俗訓』・『慎思録』、孔子の『論
語』を中心に取り上げる。西洋の思想にも言及する。

上寺　康司（社会環境学部教授）
福岡県福岡市
東区

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 30人
令和2年5月7日～
令和2年5月31日

令02-
30575-
507940号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡女学院大学
【選択】授業に役立つ基礎知識
（英語史・認知文法）

第1部「世界語としての英語」：英語が世界語へと変貌する途
上で語彙や発音にどのような変化が起きたのでしょうか。授
業に役立つ観点から英語の歴史を概観します。
第2部「認知的視点から文法指導を考える」：文法学習は規
則を機械的に覚えることではありません。話し手の視点がこ
とばに反映されているのです。認知とことばの関係を通して
新たな文法指導を考えます。

細川　博文（国際キャリア学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月11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16日～
令和2年5月17日

令02-
30578-
509637号

092-575-2974
http://www.fukujo.ac.jp
/university/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡女学院大学
【選択】現代文と古典の授業を考
える

①社会から求められるコミュニケーション能力が多様化する
なかで、国語とくに文学的な文章にはどのような可能性があ
るのか。近、現代の文学作品を読み、「言葉の力」とその学
びについて考える。
②古典教材を学習する時には、古典と現代の共通点を探る
と共に、現代では失われた古典の豊かさを学ぶ事も大切で
ある。その観点から、「浦島太郎」等の基になった古典や「竹
取物語」等を取り上げながら、日本古典の現代性を考える。

大國　眞希（人文学部教授）
吉田　修作（元福岡女学院大学人文学部教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月11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17日

令02-
30578-
509638号

092-575-2974
http://www.fukujo.ac.jp
/university/

福岡女学院大学
【選択】自ら学ぶ道徳教育・人権
教育

本講習は，教員免許状更新講習の選択領域である道徳教
育・人権教育について、講義及び演習を行います。
まず、①道徳教育（道徳科）の変更点、人権教育の理論と指
導法　②指導の実際、③グループ協議、④全体協議、⑤振
り返り、です。
最後に「筆記試験」を実施します。
教員に求められる道徳・人権の最新の知識・技能の習得や
今日的な教育課題についての理解を深めます。

伊藤　文一（人文学部教授）
竹下　章（福岡市人権啓発センター　指導員）

福岡県福岡市 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

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月17日

令02-
30578-
509639号

092-575-2974
http://www.fukujo.ac.jp
/university/

福岡女学院大学 【選択】生徒指導の理論と指導法

幼児、児童又は生徒に対する教科指導及び生徒指導上の
課題を出し，その対応事例について学びます。
テキストは、自作の「生徒･進路指導論」を使用します。
不登校への取り組み、いじめ防止対策推進法を中心にし
て、いじめ防止に向けての対策も考えていきます。
校種間連携をめぐる新しい教育施策の動向、学力観、教員
に求められる資質能力についても考えていきます。

伊藤　文一（人文学部教授） 福岡県福岡市 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 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月17日

令02-
30578-
509640号

092-575-2974
http://www.fukujo.ac.jp
/university/

福岡女学院大学
【選択】家族と支える発達障害、
心身症と不登校

講師は子どもの心身症外来で診療してきた小児科医であ
り、平成27年度より子ども発達学科で保育士、教員養成の
ための科目（子どもの保健、特別支援教育）を担当してい
る。
診療経験と動画を活用して発達障害、心身症、不登校への
対応について具体的に説明する。
子どもの心を理解して問題への対処法を考え、子どもと家
族への支援（アドバイス）に活用していただきたい。

藤田　一郎（人間関係学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月11日 教諭
幼稚園、小学校、
中学校、特別支

援学校教諭
6,000円 120人

令和2年4月16日～
令和2年5月17日

令02-
30578-
509641号

092-575-2974
http://www.fukujo.ac.jp
/university/

福岡女学院大学
【選択】外国につながりのある児
童生徒のための日本語指導の在
り方

多文化を背景とした日本語を母語としない子どもたちへの教
育を、日本語指導を中心に考える。このことを通して、他の
多くの子どもたちの教育への示唆を得ることもできよう。グ
ローバライゼーション、ノーマライゼーションが求められる社
会で、教育の現場も例外ではなく、これらのことを考えるきっ
かけともしたい。

守山　惠子（人文学部准教授）
池田　尚登（非常勤講師）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校、中学校

教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月17日

令02-
30578-
509642号

092-575-2974
http://www.fukujo.ac.jp
/university/

福岡女学院大学
【選択】主体的・対話的な国語科
授業づくりに向けた教材研究

本講習では、教員免許状更新講習の選択領域である国語
科における教材研究について講義・演習を行います。
国語科の最近の動向と、新学習指導要領におけるキーワー
ドである主体的・対話的な授業づくりに向けた教材研究の在
り方について考えます。

原田　大樹（人間関係学部講師）
竜田　徹（佐賀大学　教育学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校、中学校・
高等学校国語科

教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月17日

令02-
30578-
509643号

092-575-2974
http://www.fukujo.ac.jp
/university/

福岡女学院大学 【選択】映画と英語学習

読む・書く・聞く・話すの四技能をバランス良く学習させること
を通して、英語コミュニケーション能力の向上へと生徒を指
導していくことの必要性は近年ますます高いものになってき
ています。
そこでこの講義においては、映画のシナリオを用いて英文
の内容理解、対話から読み取れる関係性の理解、(リスニン
グのための)台詞のシャドーイングなどの活動を行う授業に
ついて講義と演習を行います。

能勢　卓（人文学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月6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16日～
令和2年5月17日

令02-
30578-
509644号

092-575-2974
http://www.fukujo.ac.jp
/university/
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福岡女学院大学 【選択】短歌の鑑賞と実作指導

言語活動を豊かにし、思考力・創造力・感性を育む短歌の
指導についての講義と演習を行います。
長年、教育現場で実践し、また歌人である講師の視点から
実践的かつ新しい、独自の教材を用いたアプローチを行い
ます。

桜川　冴子（人文学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月6日 教諭

小学校、中学校・
高等学校（国語

科）、特別支援学
校教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月17日

令02-
30578-
509645号

092-575-2974
http://www.fukujo.ac.jp
/university/

福岡女学院大学
【選択】Some Creative Activities
in English Teaching

This course aims to provide English educators some simple
but practical activities in order to get participants to be
more involved, have fun,meanwhile explore and develop
their strength in learning, which in turn will make the
language learning process more interactive and satisfying.

蘭　紅艶（国際キャリア学部講師） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校、中学校・
高等学校英語科

教諭
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月17日

令02-
30578-
509646号

092-575-2974
http://www.fukujo.ac.jp
/university/

福岡女学院大学
【選択】キリスト教における総合道
徳教育 −リベラル・アーツの観点
から−

本講習は，道徳教育に関連した講義を行います。
①リベラル・アーツの観点からみる音楽と芸術、②音楽・芸
術から道徳へ、アクティブ・ラーニングの一例、③こころの教
育、キリスト教礼拝における道徳、④全体協議と振り返りが
内容です。
最後に筆記試験を実施します。各教育課程に資する事例研
究を通して、今日的な教育課題についての理解を深めま
す。

大島　一利（人文学部准教授） 福岡県福岡市 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

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月17日

令02-
30578-
509647号

092-575-2974
http://www.fukujo.ac.jp
/university/

福岡女学院大学 【選択】教育相談

本講習は，教員免許状更新講習の選択領域で、教育相談
に関する講義及び演習を行います。
まず、①教育相談に対する理解（児童生徒の理解を含む）、
②教育相談の実際（親・教員間・他専門職及び他機関連携
を含む）、③ノンバーバルコミュニケーションの感覚を養う（リ
ラクセイション実習を含む）、④振り返り、です。
最後に「理解度試験」を実施します。
今日の教員に求められる教育相談の理解と感性を高めるこ
とを狙いとします。

奇　恵英（人間関係学部教授） 福岡県福岡市 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

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年5月17日

令02-
30578-
509648号

092-575-2974
http://www.fukujo.ac.jp
/university/

福岡女学院大学
【選択】描画の発達における再現
的志向に対応する水彩表現

本講座は、絵の具の組成と描画の発達を講義し、観察画の
演習を行う。これによって、5歳から15歳までの、描画におい
て具象性が高まってくる年齢に向けた水彩絵具の教材研究
を深め、各課程における描画指導の向上を図る。なお、本
講習は幼児・児童の技法追体験ではなく、青年期以降を対
象とした描写と観察の技術や方法を学び直すものである。

中尾　泰斗（人間関係学部講師）
牧野　一穂（長崎大学　教育学部准教授）

福岡県福岡市 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（美術）教諭

6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月17日

令02-
30578-
509649号

092-575-2974
http://www.fukujo.ac.jp
/university/

福岡大学 【選択】歴史学研究の現在

ますます複雑化していく世界を理解し、その世界のなかで日
本を理解するためには、双方の歴史や文化を知る必要があ
ります。本講座では、考古学・日本史・世界史の専門家が、
それぞれの分野の新しい研究状況を紹介し、日本と世界の
歴史・文化を知る一助とします。

梶原　良則（人文学部教授）
武末　純一（人文学部教授）
西谷　正浩（人文学部教授）
則松　彰文（人文学部教授）
福嶋　寛之（人文学部准教授）
星乃　治彦（人文学部教授）
松塚　俊三（大学院非常勤講師）
桃崎　祐輔（人文学部教授）
森　茂暁（人文学部教授）
森　丈夫（人文学部教授）
山根　直生（人文学部教授）
渡邉　裕一（人文学部講師）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校社会科教
諭・高等学校地
理歴史科教諭

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507969号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/

福岡大学 【選択】日本国憲法を考える

憲法とはどのような内容をもつ法なのか、何のために存在
する法なのか、法律との違いは何かといった憲法に関する
基本的な論点について解説する。これらを踏まえ、日本国
憲法のもつ普遍的な内容と特殊な内容を示す。そして、憲
法改正論を含む、日本の憲法論議を検討する。

守谷　賢輔（法学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

憲法に関心のあ
る全教員

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507970号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/
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福岡大学
【選択】日本語日本文学研究の
現在

中学校、高等学校における「国語」のうち、上代から現代に
いたる日本語と日本文学について、各講師の専門分野か
ら、それぞれの現時点における研究の現状と問題点を国語
教育に関係が深い具体的な例を使って講義する。

山縣　浩（人文学部教授）
山田　洋嗣（人文学部教授）
林　信蔵（人文学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月20日 教諭

国語科の中学・
高校教諭及び国
語教育に関心の
ある小学校教諭

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507971号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/

福岡大学
【選択】洋画を利用したリスニング
指導

英語音声の外国語映画を字幕なしで聞き取れるようになり
たいという生徒の声がある。そのような目標に一歩でも近づ
けるような英語学習方法をこの講習を通して、実践してみ
る。英単語は単独で発音されることはほとんどなく、実際の
会話では前後に存在する単語の音によって変化する。具体
的には音の同化、脱落、連結（リエゾン）などの現象を扱い、
映画のセリフの聞き取りに応用してみる。

奥田　裕司（人文学部教授）
福田　慎司（人文学部教授）
キンバー　ラリー（人文学部教授）
光冨　省吾（人文学部教授）
長　加奈子（人文学部教授）
クロス　テイム（人文学部教授）
石井　和仁（人文学部教授）
大津　敦史（人文学部教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小・中・高で英語
を教えている教

諭
6,000円 40人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507972号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/

福岡大学
【選択】英文法に表れる日本語と
英語の世界のとらえ方の違い

言語の文法には母語話者の世界のとらえ方が表れている。
この講習では、英文法を単なるルールの集合体としてとらえ
るのではなく、母語話者の世界のとらえ方が、英文法にどの
ように反映されているかという点について、日本語と英語を
比較しながら見ていく。例えば、英語の「数えられる名詞」と
「数えられない名詞」の違いはどこから来ているのか、構文
や時制には、話者の事態認知のあり方がどう関わっている
かなどを取り上げる。

奥田　裕司（人文学部教授）
福田　慎司（人文学部教授）
キンバー　ラリー（人文学部教授）
光冨　省吾（人文学部教授）
長　加奈子（人文学部教授）
クロス　テイム（人文学部教授）
石井　和仁（人文学部教授）
大津　敦史（人文学部教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小・中・高で英語
を教えている教

諭
6,000円 28人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507973号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/

福岡大学
【選択】ヨーロッパの言語文化を
通して教育を考える

国語科・外国語科・社会科などの教諭に、あらためて言語文
化への関心と理解を広げてもらい、それぞれの教育を振り
返る機会を提供することが目的である。ドイツ語・フランス語
の仕組みを英語や日本語との比較を交えて解説する。ま
た、ドイツ語圏・フランス語圏の文学・文化を具体的に紹介
する。こうして、言語の普遍性と多様性への認識を深め、同
時に異文化と自国文化の理解を育むような興味深い教育の
あり方の考察につなげる。

片岡　宜行（人文学部准教授）
堺　雅志（人文学部教授）
遠藤　文彦（人文学部教授）
桑原　隆行（人文学部教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月20日 教諭

中学校・高等学
校の国語科・外
国語科・社会科
（地理歴史科・公
民科）などの教諭

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507974号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/

福岡大学 【選択】手を動かす数学

数学の面白さにも色々あるが、難しい計算が出来たり、綺
麗な作図が出来たときに何らかの面白さを感じる人は多い
のではないだろうか。この講習では、背景にある理論の扱い
は軽めにし、代数学や幾何学の分野から、予備知識をほぼ
仮定せずに、実際に手を動かして数学の面白さを実感出来
るような教材を紹介することを目的とする。中学や高校での
数学の勉強は息苦しくなりがちであるが、数学は面白いから
勉強するもの、という大前提は持ち続けて欲しいと思う。

佐藤　拓（理学部准教授）
佐野　友二（理学部教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月6日 教諭
中学校・高等学
校の数学科教諭

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507975号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/

福岡大学
【選択】生徒に伝えたい物理科学
研究

先生方が理科や物理の授業や実験で実施できる物理教育
に関する研究手法や、探究活動で活用できる実験の開発な
どの紹介を行う。また、授業の中で生徒に提供できる物理
学研究として、原子間力顕微鏡・電子顕微鏡や物性の研究
の説明や実験を予定している。なお、本講習の内容に即し
た試験を実施する。

永田　潔文（理学部教授）
林　壮一（理学部准教授）
中村　忠嗣（理学部助教）
匠　正治（理学部助教）
大槻　かおり（理学部助教）
御園　雅俊（理学部教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月19日 教諭

中学・高校の理
科教諭、および理
科に強い関心の
ある小学校教諭

6,000円 20人
令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507976号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/
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福岡大学 【選択】実験で学ぶ分子の世界

原子には同位体が存在する事や、分子の大きさを表す原子
間の結合距離等は教科書には必ず記載されている。しかし
ながら、同位体の存在や分子の大きさを体感することはほと
んどない。本授業では、分子が電磁波を吸収する実験を行
う事によって、分子がそれぞれ特有の電磁波を吸収する事
を確認する。さらに、この結果を量子論とよばれる理論を適
用することによって、同位体の存在が確認でき、分子の大き
さを決定できる事を学ぶ。

仁部　芳則（理学部准教授）
山田　勇治（理学部助教）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校、中学校
または高等学校

の理科教諭
6,000円 15人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507977号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/

福岡大学
【選択】フィールド科学入門（能古
島から始まる地球探求）

地球の進化や日本列島の形成史は、野外での観察を体験
することでより理解が深まる。本講座では福岡市西区能古
島の地質を題材とし、野外での露頭観察と既知の情報を重
ねあわせて、日本列島や地球の成り立ちについて「わかっ
た」に至る過程を体験する。野外観察結果をまとめるルート
マップの作成技術を現地で指導する。現地で観察終了後
に、観察事項に関する試験を行うとともに、観察事項を記載
したものを提出させ、その両者で成績評価を行う。

奥野　充（理学部教授）
上野　勝美（理学部教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年9月26日 教諭
小学校、中学校
理科教諭、高等
学校理科教諭

6,000円 20人
令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507978号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/

福岡大学
【選択】メンタルヘルスの理解と保
健室での対応

児童生徒の薬物乱用・依存、自傷行為・自殺、虐待等の健
康課題が深刻化しており、危機管理が求められている。最
前線で治療や研究に取り組まれている精神科の医師より、
メンタルヘルスについての知識とその対応を教授する。ま
た、小児看護学の立場から、児童虐待コーディネーターとし
ての実践経験を基に、虐待の早期発見のためのアセスメン
トについて教授し、学校保健の立場から、保健室におけるヘ
ルスアセスメントについて考える。

衞藤　暢明（医学部講師）
松本　祐佳里（医学部講師）
小栁　康子（医学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月21日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507979号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/

福岡大学
【選択】保健体育教員なら知って
おきたいバレーボールとダンスの
指導法

バレーボール指導のあり方では、楽しく行うための工夫
（ルール、用具など）や安全に対する指導方法を教授する。
基本的な技術（アンダーハンドサーブなど）の技術習得とと
もに指導方法を理解する。また、ゲームの中で三段攻撃を
多く発揮できる指導方法と、その攻撃をディフェンスする指
導方法を紹介しながら実技を行う。
ダンスでは中学校における現行の学習指導要領をもとに
「創作ダンス」「フォークダンス」「現代的なリズムのダンス」を
取り扱うが、中高連携の観点から高等学校保健体育教諭に
ついても対象としている。

米沢　利広（スポーツ科学部教授）
柿本　真弓（スポーツ科学部教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月19日 教諭
中学・高等学校
保健体育教諭

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507980号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/

福岡大学
【選択】保健体育教員なら知って
おきたいレクリエーションと柔道
の指導法

生徒の主体性を育む様々なレクリエーションの手法と技能を
教習する。
柔道指導の在り方では、現行および次期学習指導要領（保
健体育）の中学校で必修となっている柔道の授業づくりにつ
いて、現場で活用できる指導法を実技を交えて教授する。

築山　泰典（スポーツ科学部教授）
坂本　道人（スポーツ科学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月20日 教諭
中学・高等学校
保健体育教諭

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507981号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/

福岡大学
【選択】保健体育教員なら知って
おきたい体育理論の指導法

次期学習指導要領における保健および体育理論の変更点
を概説し、歴史的視点を用いた体育理論の授業づくり、学校
現場や保健体育の授業で活用できる子供のメンタルヘルス
と運動・スポーツの役割、スポーツにおける頭部外傷の実
態・応急処置・予防法について教授する。

柿山　哲治（スポーツ科学部教授）
山口　幸生（スポーツ科学部教授）
重森　裕（スポーツ科学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学・高等学校
保健体育教諭

6,000円 40人
令和2年5月1日～
令和2年5月15日

令02-
30580-
507982号

092-871-6631
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

九州看護福祉大
学

【選択】がんと命の教育

がん治療に放射線は利用されるという面をもつ一方、放射
線は健康へ及ぼす影響についての懸念がある。放射線の
がん治療への貢献と身体への影響の二つの側面を知り、命
への影響をみつめる機会としたい。また、20世紀後半からの
医療技術の進歩はめざましく、先端医療の開発は人工的に
延命した後に死を迎える人を招き出し、生と死の選択をめぐ
る倫理的・法的問題が出現してきた。そこで、尊厳死および
安楽死を理解し、いのちについて考える。

川本　起久子（看護福祉学部 看護学科 准教
授）
島村　美香（看護福祉学部 看護学科 助教）

熊本県玉名市 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・特別支援学
校の教諭、養護

教諭

6,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
30589-
506971号

0968-75-1851
http://www.kyushu-
ns.ac.jp/

九州看護福祉大
学

【選択】学校における福祉的視点

昨今の子どもを取り巻く現状を概観するならば、貧困、児童
虐待、孤食、不登校など、子どもの日常生活には、解決す
べきさまざまな課題が存在する。本講習では、虐待や貧困
などの課題を抱えた子どもに対する法制度およびサービス
の基本的な知識を紹介する。また、子どもがもつ本来の権
利を著しく侵害されている子どもに対する社会的養護の役
割の理解に加え、国が進める地域あるいは家庭における社
会的養護の意義と実際を理解する。

橋本　眞奈美（看護福祉学部 社会福祉学科 准
教授）
隈　直子（看護福祉学部 社会福祉学科 助教）

熊本県玉名市 6時間 令和2年8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
校の教諭、養護

教諭

6,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
30589-
506972号

0968-75-1851
http://www.kyushu-
ns.ac.jp/

九州看護福祉大
学

【選択】子どもたちの成長・発達
への多角的アプローチ

最近の教育現場で診断はされていないが、気になる子ども
たちおよび発達障害児に対する適切な対応や指導の問題
で悩んでいる教員が増加している。本講習では、子どもたち
の発育を、標準的発育を理解することにより、それに関連す
る要因を知り、教育者として子どもおよびその家族への関わ
りとして、どのような支援ができるかを具体的に考える。ま
た、医療的介入によっての子どもたちの社会適応などにつ
いて、さらに非医療的介入などの必要な子どもに対しての
連携を紹介する。さらに、気になる子どもたちの行動特徴を
理解し、その子に合わせた適応及び指導方法を考える。特
に、事例を通してより具体的な支援を考える。

二宮　球美（看護福祉学部 看護学科 准教授）
李　玄玉（看護福祉学部 社会福祉学科 准教
授）

熊本県玉名市 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
校の教諭、養護

教諭

6,000円 70人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
30589-
506973号

0968-75-1851
http://www.kyushu-
ns.ac.jp/

九州看護福祉大
学

【選択】国際理解教育と異文化理
解教育

グローバル教育、平和教育、異文化理解教育など多様化し
てきた国際理解教育の現況を受講者と共に整理確認し、中
国人の視点からみた、日本及び中国の国際理解・異文化理
解教育の比較を通して、国際人としての在り方について考え
る。また、国際協力について我が国では、政府援助や民間
支援などが盛んに取り組まれている。ミャンマーの農村地域
における学校建設を通して特徴ある開発援助を行っている
NPOとそこで実施している学生実習を例に、支援のあり方や
国際理解・異文化理解の教育方法について考える。

淀川　尚子（看護福祉学部 口腔保健学科 准教
授）
髙　継芬（基礎・教養教育研究センター 専任講
師）

熊本県玉名市 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
校の教諭、養護

教諭

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
30589-
506974号

0968-75-1851
http://www.kyushu-
ns.ac.jp/

九州看護福祉大
学

【選択】肢体不自由児のリハビリ
と口腔保健

神経系や整形の疾患が原因となり、日常生活に多くの問題
が生じることになる。本講習では、その解決策のひとつとな
る肢体不自由児のリハビリテーションについて考える。ま
た、障がい児におけるう蝕や歯周病の罹患・進行は、歯の
喪失や摂食嚥下障害だけでなく、パニックや体重の減少な
ど二次障害の誘因となり、QOLを著しく損なう可能性があ
る。本講習では、口腔保健の重要性を理解し、具体的な歯
と口の健康づくりについて考える。

石井　里加子（看護福祉学部 口腔保健学科 教
授）
吉田　勇一（看護福祉学部 リハビリテーション
学科 専任講師）

熊本県玉名市 6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護

教諭

6,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
30589-
506975号

0968-75-1851
http://www.kyushu-
ns.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

九州ルーテル学
院大学

【選択】こころの問題へのアプ
ローチ～幼児・児童・生徒への支
援と教師のメンタルヘルス～

本講習では、幼児期から青年期までのこころの発達をとらえ
直しながら、特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒への
支援や、教師のメンタルヘルスなど、学校を取り巻く様々な
こころの問題に対し、多様な視点からのアプローチを考える
機会とします。なお、本講習は3日間連続受講が必要です。

糟谷　知香江（人文学部心理臨床学科准教授）
古賀　香代子（人文学部心理臨床学科教授）
西　章男（人文学部心理臨床学科准教授）
和田　由美子（人文学部心理臨床学科教授）
増本　利信（東彼杵町立千綿小学校　教諭）
石坂　昌子（人文学部心理臨床学科准教授）
河田　将一（人文学部心理臨床学科教授）

熊本県熊本市 18時間
令和2年8月6日～
令和2年8月8日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校教諭、養護教

諭

18,000円 160人
令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
30590-
509615号

096-343-1600 http://www.klc.ac.jp/

九州ルーテル学
院大学

【選択】幼児から児童へ、その学
びと指導

各学校・園の現場における様々な教育課題を踏まえ、特
に、子どもの学びの連続性の観点から、就学前教育から初
等義務教育への、より円滑な接続を目指した指導と連携の
在り方を考える機会とします。なお、本講習は３日間連続受
講が必要です。

犬童　昭久（人文学部人文学科准教授）
山内　隆雄（人文学部人文学科教授）
永野　典詞（人文学部人文学科教授）
香﨑　智郁代（人文学部人文学科准教授）
河田　将一（人文学部心理臨床学科教授）
坂本　昌弥（人文学部人文学科准教授）
金戸　清高（人文学部人文学科教授）

熊本県熊本市 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、小
学校低学年担当

教諭
18,000円 80人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
30590-
509616号

096-343-1600 http://www.klc.ac.jp/

熊本学園大学
【選択】現代ビジネスの風を読む
－マーケティング・物流・保険・商
法の最新事情－

本講習は「現代ビジネスの風を読む」というテーマで、商学
のマーケティング・物流・保険・商法といった幅広い領域にお
ける理論や実践における最新事情を解説します。よりビジネ
スに近い学問としての商学の特性を活かしながら、企業や
社会が直面する課題について各分野の研究者が講義しま
す。

林　裕（商学部教授）
城戸　善和（商学部教授）
吉川　勝広（商学部教授）
伊津野　範博（商学部教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年7月30日 教諭
高等学校の商業

科教諭
6,000円 20人

令和2年5月18日～
令和2年6月18日

令02-
30591-
507073号

096-364-5161
(内線： 1161)

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

熊本学園大学
【選択】会計環境の変容と会計教
育のあり方

「知識基盤社会の時代」と形容される現代において会計教
育はどうあるべきであろうか。知識基盤社会の特長につい
ては「知識を利用する知識の必要性」が説かれてきた。商業
科教育においても「簿記や会計の知識を活用する能力」の
開発が求められよう。本講習では、現代の経済・経営社会
において「会計という知識」がどのように利用されているかに
焦点を当てて話を組み立ててみたい。

酒巻　政章（商学部教授）
小谷　学（商学部准教授）
吉永　心一（商学部専任講師）
小笠原　亨（商学部専任講師）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月5日 教諭
高等学校の商業

科教諭
6,000円 20人

令和2年5月18日～
令和2年6月18日

令02-
30591-
507074号

096-364-5161
(内線： 1161)

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

熊本学園大学 【選択】英語科教育の実際

英語指導の実践において有効と思える知識と考え方を、幅
広い見地から学ぶ。 以下の内容で構成される。
1. Communication between team teachers: Making time for
success 
2. グローバル人材の育成と英語教育 
3. 英米文化を背景とした英語教育
4. 動機づけ観点で英文法を考える

米岡　ジュリ（外国語学部教授）
佐藤　勇治（外国語学部教授）
向井　久美子（外国語学部教授）
林　日出男（外国語学部教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校の英語科教諭

6,000円 30人
令和2年5月18日～
令和2年6月18日

令02-
30591-
507075号

096-364-5161
(内線： 1161)

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

熊本学園大学
【選択】少年期におけるスポーツ
育成環境について－学校運動部
と地域スポーツ－

本講習は少年期におけるスポーツ育成環境のあり方につい
て考えていくことを主たる目的とします。特に学校における
運動部活動の運営、あり方や地域における少年期のスポー
ツ育成環境に注目し、スポーツ指導に関わる教員としての
役割や課題について考察していきます。

立木　宏樹（社会福祉学部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年7月31日 教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 30人

令和2年5月18日～
令和2年6月18日

令02-
30591-
507076号

096-364-5161
(内線： 1161)

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

熊本学園大学 【選択】もう一度学ぶ造形の基礎

この講習では、紙と鉛筆を使って絵を描いてみます。絵は
ちょっと？という人のための講習です。生活の中で美しいも
のにふれたとき、それをどう表現するかということを、6時間
のなかで絵を描きながら学んでゆきたいと思います。

伊東　浩一（社会福祉学部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年7月29日 教諭
幼稚園教諭・保
育教諭・特別支

援学校教諭
6,000円 40人

令和2年5月18日～
令和2年6月18日

令02-
30591-
507077号

096-364-5161
(内線： 1161)

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

熊本学園大学 【選択】もう一度学ぶ造形の基礎

この講習では、紙と鉛筆を使って絵を描いてみます。絵は
ちょっと？という人のための講習です。生活の中で美しいも
のにふれたとき、それをどう表現するかということを、6時間
のなかで絵を描きながら学んでゆきたいと思います。

伊東　浩一（社会福祉学部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園教諭・保
育教諭・特別支

援学校教諭
6,000円 40人

令和2年5月18日～
令和2年6月18日

令02-
30591-
507078号

096-364-5161
(内線： 1161)

http://www.kumagaku.a
c.jp
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熊本学園大学 【選択】もう一度学ぶ造形の基礎

この講習では、紙と鉛筆を使って絵を描いてみます。絵は
ちょっと？という人のための講習です。生活の中で美しいも
のにふれたとき、それをどう表現するかということを、6時間
のなかで絵を描きながら学んでゆきたいと思います。

伊東　浩一（社会福祉学部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年8月28日 教諭
幼稚園教諭・保
育教諭・特別支

援学校教諭
6,000円 40人

令和2年5月18日～
令和2年6月18日

令02-
30591-
507079号

096-364-5161
(内線： 1161)

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

熊本学園大学 【選択】音を作って楽しむ

本格的な楽器（カホン）の制作を通して楽器の構造を理解
し、演奏や合奏を通して日頃の授業にフィードバックできる
方法を考える。本講習は、音楽や造形、生活科など多領域
に渡った講習内容である。
１．カホン制作
２．カホンの歴史を知る。簡単な演奏方法
３．カホンを使用した非言語的コミュニケーション（ドラム・
サークル）

吉津　晶子（社会福祉学部准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年8月27日 教諭

幼稚園教諭・保
育教諭・小学校
教諭・特別支援

学校教諭

13,000円 30人
令和2年5月18日～
令和2年6月18日

令02-
30591-
507080号

096-364-5161
(内線： 1161)

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

熊本学園大学
【選択】発声法の基礎と歌の楽し
み

発声のしくみ、腹式呼吸について再確認し、無理が無く、且
つ響きを持った発声法を習得します。この事は、指導現場で
の喉の負担を軽減する事にも効果があります。また、歌の
発音、音楽的表現など理論を踏まえた実践でのスキルアッ
プにより歌の楽しさをより深く味わう事を目指します。小編成
での歌によるアンサンブルも行い、ハーモニー作りや音楽的
創造の過程を指導者自身が体験することで豊かな音楽指導
の向上をねらいます。

河添　富士子（社会福祉学部子ども家庭福祉学
科　非常勤講師）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月25日 教諭

幼稚園教諭・保
育教諭・小学校
教諭・特別支援

学校教諭

6,000円 35人
令和2年5月18日～
令和2年6月18日

令02-
30591-
507081号

096-364-5161
(内線： 1161)

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

熊本学園大学
【選択】発声法の基礎と歌の楽し
み

発声のしくみ、腹式呼吸について再確認し、無理が無く、且
つ響きを持った発声法を習得します。この事は、指導現場で
の喉の負担を軽減する事にも効果があります。また、歌の
発音、音楽的表現など理論を踏まえた実践でのスキルアッ
プにより歌の楽しさをより深く味わう事を目指します。小編成
での歌によるアンサンブルも行い、ハーモニー作りや音楽的
創造の過程を指導者自身が体験することで豊かな音楽指導
の向上をねらいます。

河添　富士子（社会福祉学部子ども家庭福祉学
科　非常勤講師）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月26日 教諭

幼稚園教諭・保
育教諭・小学校
教諭・特別支援

学校教諭

6,000円 35人
令和2年5月18日～
令和2年6月18日

令02-
30591-
507082号

096-364-5161
(内線： 1161)

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

熊本学園大学
【選択】幼児期における運動遊び
の再考

子どもの運動能力の２極化・体力低下が叫ばれて久しい。 
誰もが比較的容易に取り組むことができる運動遊びや
ニュースポーツを取り上げ、体を動かす楽しさや喜びを通し
て幼児期の運動遊びのあり方について考察を深める。

栗原　武志（社会福祉学部准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和2年11月7日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 36人

令和2年5月18日～
令和2年6月18日

令02-
30591-
507083号

096-364-5161
(内線： 1161)

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

熊本学園大学
【選択】幼児期における運動遊び
の再考

子どもの運動能力の２極化・体力低下が叫ばれて久しい。 
誰もが比較的容易に取り組むことができる運動遊びや
ニュースポーツを取り上げ、体を動かす楽しさや喜びを通し
て幼児期の運動遊びのあり方について考察を深める。

栗原　武志（社会福祉学部准教授） 熊本県熊本市 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 36人

令和2年5月18日～
令和2年6月18日

令02-
30591-
507084号

096-364-5161
(内線： 1161)

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

平成音楽大学

【選択】音楽最前線　魅力ある美
しい音楽の世界～教育現場で役
に立つわかりやすい作曲・編曲・
指揮法

【わかりやすく教育現場ですぐに役立つ音楽表現法（作曲・
編曲・指揮）】
① 簡単なメロディーの作り方、美しい伴奏のつけ方
② 編曲「合唱曲（二部・三部・混声合唱）」「吹奏楽（合奏）」
などクラシックから童謡・映画音楽、ポピュラーまで
③ バトンテクニック、左手の使い方と効果、教育教材の合
奏・合唱曲を中心とした指揮及び音楽創り

出田　敬三（学長・教授）
熊本県上益城
郡御船町

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

音楽教諭
6,000円 25人

令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30595-
507402号

096-282-0506
http://www.heisei-
music.ac.jp

平成音楽大学
【選択】遊びから学ぶ豊かな幼児
期の育ち～そして小学校へ

幼児期の教育は、人間形成の基盤づくりであり、そこでの育
ちはその後の小学校以降の教育に大きく影響する。しかし
ながら、幅広く多様な課題を抱える幼児教育は、厳しい環境
にあることも確かである。そこで、幼児教育の基本である「遊
び」を通して再度その重要性を見直しながら、小学校へつな
ぐための幼児教育のあり方を探っていく。保育現場の悩み
や課題を持ち寄り課題に応える援助を学び合う。

亀井　裕子（こども学科長・教授）
熊本県上益城
郡御船町

6時間 令和2年8月20日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、幼稚
園教諭免許を所
持する保育士

6,000円 60人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30595-
507403号

096-282-0506
http://www.heisei-
music.ac.jp
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平成音楽大学
【選択】発達障がい児の理解・音
楽教育に役立てる音楽療法の技
法

近年、特別支援学級だけでなく通常学級にも発達障がいの
症状に似た特徴を呈する児童・生徒を見かける。教師がそ
の児童・生徒の障がいをよく理解し、うまく対応、支援できる
ことは教育や指導の質の向上、学級経営にも関わってくる。
また障がいを持たなくとも学習能力、集中力、持続力にばら
つきがあるためクラス全体の活動が困難という場合に、音
楽療法の技法を基に教師が新しい取り組み方を考案できる
よう、音楽療法的視点から考えてみたい。

村橋　和子（音楽学部准教授）
熊本県上益城
郡御船町

6時間 令和2年8月21日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭、養護

教諭

6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30595-
507404号

096-282-0506
http://www.heisei-
music.ac.jp

平成音楽大学
【選択】これからの音楽教育のあ
り方

学習指導要領では、育成すべき資質・能力が示され、指導
方法のさらなる見直しが求められています。音楽科がすす
めてきた「音楽の美しさやよさを感じ取る力」「自分の思いや
考えを伝える力」「共に学ぶ態度」の育成をめざした授業づく
りをどう深め、高めていくかが問われています。学習指導要
領の変遷をひもとくとともに、表現及び鑑賞の授業実践をも
とにこれからの授業のあり方を考えていきます。

岩山　惠美子（音楽学部長・教授）
熊本県上益城
郡御船町

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

音楽教諭
6,000円 25人

令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
30595-
507405号

096-282-0506
http://www.heisei-
music.ac.jp

宮崎産業経営大
学

【選択】プログラミング的思考と入
門演習

2020年度からの小学校プログラミング教育の全面実施が大
きくクローズアップされていますが、校種や学年を問わず、
子どもたちに対して、論理的思考力や創造性、問題解決能
力を育むことの重要性が謳われています。本講習では、そう
した近年のプログラミング的思考の重要性の高まりを踏まえ
て、プログラミングの入門的な演習を行います。具体的に
は、micro:bitなどビジュアルな特性をもつ言語を用いて進め
ます。

倉掛　崇（経営学部准教授） 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・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月20日～
令和2年7月20日

令02-
30602-
507479号

0985-52-3202
(内線： 519)

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

宮崎産業経営大
学

【選択】深い対話をベースとした
アクティブラーニング（基礎編）

現在、学校教育の現場で生徒が主体的に課題解決を図る
アクティブラーニングの手法が注目されている。次回の学習
指導要領改訂の際には、これまでの詰め込み型の教育で
はなく、深い対話をベースとしたアクティブラーニング中心の
教育手法に大きく変化する。それに合わせて、教員の役割
は、インストラクターからファシリテーターへと移行すると考
えられる。そこで本講習基礎編では、アクティブラーニングの
手法として、フューチャーセッション形式の対話型授業の方
法を講義する。なお、本講習は基本編と応用編と続けて受
講することを推奨する。

中本　幹生（法学部教授）
出山　実（経営学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月20日～
令和2年7月20日

令02-
30602-
507480号

0985-52-3202
(内線： 519)

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

宮崎産業経営大
学

【選択】思わず買わせる仕掛けづ
くり ～儲けるマーケティング戦略
の極意～

現在、デジタルデバイスの劇的進化とともに、私たち生活者
の価値観、消費行動も高頻度で更新されています。そこで、
消費行動を個客の視点で見直し、私たちの消費行動の変化
を誘発する新たなマーケティングとは何かについて、具体的
な事例を踏まえ、受講生のみなさんとともに考えたいと思い
ます。

日高　光宣（経営学部教授）
武次　玄三（経営学部教授）
田中　賢一（経営学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月18日 教諭
高等学校（商業）

教諭
6,000円 30人

令和2年4月20日～
令和2年7月20日

令02-
30602-
507481号

0985-52-3202
(内線： 519)

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

宮崎産業経営大
学

【選択】深い対話をベースとした
アクティブラーニング（応用編）

本講習応用編はシナリオプランニングの手法を講義する。シ
ナリオプランニングは、多様な関係者の対話から、ある課題
に関する現状を把握・分析し、時間軸や複雑な関係性を読
み解きながら複数の未来シナリオを描いていくものである。
未来シナリオは、利害関係者の認識を変えて、新しい関係
性と協調的な行動を生み出す力を持つ。応用編では、シナ
リオプランニングを通じて生徒の総合的な力を引き出す講義
を行うための企画・運営方法、対話プロセス、学習効果の測
定方法などを説明する。本講習の受講は基礎編に参加した
方に限る。

中本　幹生（法学部教授）
出山　実（経営学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月20日～
令和2年7月20日

令02-
30602-
507482号

0985-52-3202
(内線： 519)

http://www.miyasankei
-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宮崎産業経営大
学

【選択】道の駅の地域活性化にお
ける効果 ～観光戦略と収支計画
の観点から～

観光による地域経済活性化の大きな目的は海外も含めた
他の地域から人を呼ぶことです。その中で、「道の駅」を地
域活性化戦略の一つのツールとして用いている地域が数多
くあります。そこで本講習では、日本全国の道の駅の観光に
おける役割や実際の事例から、宮崎の今後の観光戦略の
ための道の駅の活用方策を受講者の皆さんと一緒に考えま
す。

墨　昌芳（経営学部准教授）
大内　健太郞（経営学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月19日 教諭
高等学校（商業）

教諭
6,000円 30人

令和2年4月20日～
令和2年7月20日

令02-
30602-
507483号

0985-52-3202
(内線： 519)

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

宮崎産業経営大
学

【選択】商業教育におけるワーク
ショップデザイン論

現在、商業教育の現場においてアクティブラーニング（主体
的かつ対話的な深い学び）をどのように組み立てていけば
いいのかが大きな問題となっている。どこも同様の授業をす
るのではなく、ワークショップの原理原則を理解したうえで、
それぞれの学校のスタイルに合わせて授業を作り上げてい
くことが望ましい。そこで、本講座では、ワークショップデザイ
ンの手法を援用しながら、商業教育における―とくに簿記・
会計とマーケティング―のワークショップの作り方・活用方法
を講義する。

森田　英二（経営学部准教授）
出山　実（経営学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月20日 教諭
高等学校（商業）

教諭
6,000円 20人

令和2年4月20日～
令和2年7月20日

令02-
30602-
507484号

0985-52-3202
(内線： 519)

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

宮崎産業経営大
学

【選択】教育現場における憲法問
題および民事問題の検討

本講習では、教育現場で生じ得る法的な問題について、憲
法および民法の観点から考察します。具体的には、憲法に
ついては、学校おける個人情報保護の問題・公立学校にお
ける宗教教育禁止・教育の機会均等の問題を中心に、民法
については、いじめ問題・学校事故の問題を中心に取り上
げ、現在の教育現場で顕在化している法的諸問題とその対
応策・予防策について検討を行います。

井上　一洋（法学部准教授）
濱村　実子（法学部講師）

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和2年4月20日～
令和2年7月20日

令02-
30602-
507485号

0985-52-3202
(内線： 519)

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

鹿児島国際大学 【選択】消費者教育の基本知識

【消費者教育を取り扱う】
　成年年齢引き下げに伴う若年者に対する消費者教育の意
義・必要性、相談資料等に基づく消費者被害の動向や現
状、契約の基礎的知識の理解を前提にした悪質商法等に
対応する法制度（消費者契約法、電子消費者契約法、特定
商取引法）、危険な製品による被害救済の法制度（製造物
責任法）、消費者の諸権利（消費者基本法）等、消費者教育
に必要とされる実践的知識を具体例も交えて学ぶ。

山本　晃正（経済学部教授）
鹿児島県鹿児
島市

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 50人
令和2年4月21日～
令和2年7月31日

令02-
30603-
509609号

099-263-0531
(内線： 1745)

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

鹿児島国際大学
【選択】マーケティングの理論と実
際

　顧客の購買行動や消費行動には、企業のマーケティング
が影響している。このマーケティングの理論は、非営利組織
の現場にも適用することができる。本講習では、マーケティ
ングの伝統的・先進的な仕組みに関して、身近な事例を取り
上げながら講義する。

西　宏樹（経済学部准教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月25日 教諭 高校商業教諭 6,000円 50人
令和2年4月21日～
令和2年7月31日

令02-
30603-
509610号

099-263-0531
(内線： 1745)

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

鹿児島国際大学 【選択】心のバリアフリー

【心のバリアフリーを取り扱う】
　今日、共生社会の実現を目指して様々な取組がなされ、そ
の中で、すべての子どもたちが心のバリアフリーに関する理
解を深めるための指導の充実が必要とされている。ここで
は、心のバリアフリーを体現するための三つのポイント（①
障害の社会モデル、②不当な差別的取扱いの禁止と合理
的配慮の提供、③教師自身のコミュニケーションの在り方に
関する内容等）について、演習等を通して学びを深める。

松元　泰英（福祉社会学部教授）
古賀　政文（福祉社会学部特任准教授）
高橋　信行（福祉社会学部教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8月28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21日～
令和2年7月31日

令02-
30603-
509611号

099-263-0531
(内線： 1745)

http://www.iuk.ac.jp/
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鹿児島国際大学 【選択】心のバリアフリー

【心のバリアフリーを取り扱う】
　今日、共生社会の実現を目指して様々な取組がなされ、そ
の中で、すべての子どもたちが心のバリアフリーに関する理
解を深めるための指導の充実が必要とされている。ここで
は、心のバリアフリーを体現するための三つのポイント（①
障害の社会モデル、②不当な差別的取扱いの禁止と合理
的配慮の提供、③教師自身のコミュニケーションの在り方に
関する内容等）について、演習等を通して学びを深める。

松元　泰英（福祉社会学部教授）
古賀　政文（福祉社会学部特任准教授）
高橋　信行（福祉社会学部教授）

鹿児島県鹿児
島市

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 50人
令和2年4月21日～
令和2年11月30日

令02-
30603-
509612号

099-263-0531
(内線： 1745)

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

鹿児島国際大学
【選択】乳幼児期の特別支援教
育と福祉的支援

障害のある乳幼児に対しての教育・福祉の課題として、保育
者全員が特別な教育的ニーズをもつ子どもに対する支援技
術や知識を備えているわけではない。研修制度の活用や障
害児保育等の実践的なテキストでは、視覚的刺激を用いた
援助や物理的構造化についての有効性が示されているが、
そのまま取り入れても機能化できないことも多く、子どもの
実態に合わせた工夫や調整が必要となる。そこで、本講習
では、一人ひとりの教育的ニーズに応じた実践を展開する
ための「思考のフレームワーク」について学ぶことを目的に
する。

有村　玲香（福祉社会学部准教授）
鹿児島県鹿児
島市

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4月21日～
令和2年7月31日

令02-
30603-
509613号

099-263-0531
(内線： 1745)

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

鹿児島国際大学
【選択】児童生徒理解と支援に向
けた認知心理学的アプローチ

脳科学の進歩は認知科学と呼ばれる新たな領域を創出し
AI(人工知能）をはじめ数々の応用的領域を拡げている。教
育の分野でもその貢献はめざましいものがある。
とくに以下の諸点について解説を行う。
①発達障害、とくにLD、読字障害、書字障害の理解と支援
②他者への攻撃性を脳内物質から考える
③児童生徒の意欲、動機づけの理解と支援
④小中学校で実施される集団式知能検査（具体的には教研
式サポート）から得られる情報とその生かし方

大坪　治彦（国際文化学部特任教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和2年8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21日～
令和2年7月31日

令02-
30603-
509614号

099-263-0531
(内線： 1745)

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

沖縄国際大学
【選択】フィールドで学ぶ沖縄の
歴史と文化

今帰仁グスクとその周辺を歩いて学習します。歴史遺産だ
けでなく、伝統文化、自然、観光産業など地域には、豊かな
学習素材が綺羅星のごとく瞬いています。実際に歩いて歴
史を体感する学習を行い、地域をとおして学習を再構築す
ることを目的とする。

宮城　弘樹（総合文化学部准教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和2年8月1日 教諭

琉球の歴史・文
化に関心のある
すべての学校教

諭

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30610-
507771号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】フィールドで学ぶ琉球の
言語文化

琉球語諸方言（しまくとぅば）は、独自の言語圏を形成してい
ますが、次世代への継承が危ぶまれ、ユネスコによって消
滅危機言語にも指定されています。これらの言語は、歌謡
や戯曲などにおいても用いられ、多くの文芸作品を生み出し
てきました。本講習では、沖縄国際大学周辺における琉球
文学に所縁のある場所を訪ね、琉球の言語文化について
の理解を深めていきたいと考えています（入場料等の実費
が必要となる場合あり）。

西岡　敏（総合文化学部教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和2年8月2日 教諭
琉球文化に関心
のあるすべての

教諭
7,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30610-
507772号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】英語音声実践トレーニン
グ

最近国内の英語教育においては、「話す、聞く」の学習に重
点を置き、音声による実践的なコミュニケーション能力の育
成が重要視されるようになってきた。本講座は国際音声記
号などを使って確実に英語の発音を矯正する方法を紹介
し、英語指導能力及びコミュニケーション能力の向上を目指
す。日本人にとって特に難しいポイントを焦点にあてて英語
音声を基礎からしっかり学び、正しい発音、イントネーショ
ン、リズム感を修得する。

李　イニッド（総合文化学部教授）
沖縄県宜野湾
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

英語科教諭
7,000円 15人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30610-
507773号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/
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沖縄国際大学 【選択】いまさら聞けない統計学

専門家ならずとも「統計学的に有意」という言葉はしばしば
耳にするが、どういう意味だろうか。統計分析は、我が国で
は高校では僅かしか触れられず、また専門書は精緻な数学
で綴られているために敷居が高い。そこで本講義では、「絵
を見て理解する・使って慣れる」ことに主眼を置き、フリーソ
フトを用いて受講者自身が簡単な統計分析を行えるように
講義と演習を行う。演習では学業成績の分析に加え、健康
科学や食品科学のデータも扱う。

齋藤　星耕（経済学部准教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和2年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭

7,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30610-
507774号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】沖縄経済論（新１０Ｋ経済
の課題と展望）

沖縄は、全国最低の低所得、低賃金、低貯蓄、低持ち家
率、高失業率、高離職率、高廃業率、高無業率など厳しい
経済環境にあります。なぜでしょうか。基地、公共事業、観
光の「３K依存経済」とされる沖縄経済はいま、新たな成長産
業として健康、環境、金融、研究、教育、交易、交通など新７
Ｋ経済も注目されています。経済の基本はData（数字）と
Fact（事実）とEvidence(証拠)です。沖縄経済をデータで詳細
に検証し、子供たちの素朴な疑問に応えられる講義を行い
ます。

前泊　博盛（経済学部・大学院地域産業研究科
教授）

沖縄県宜野湾
市

6時間 令和2年8月11日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
7,000円 40人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30610-
507775号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】小学校教員のためのプロ
グラム言語Scratchによる授業実
践法

世界的なプログラミング必修化の流れもあり，国内でも義務
教育段階からのプログラミング教育の導入が決定している．
　本講習では一般の生徒らが教養として楽しめるプログラム
の作成方法について学ぶとともに，小学校での授業内容と
連動した授業実践法について学ぶ．具体的にはプログラム
言語「Scratch（スクラッチ）」を用い，プログラムの基本処理
（順次・反復・分岐）を身につけ，算数，理科，音楽などの情
業での活用法を修得することを目指す．

小渡　悟（産業情報学部准教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和2年8月12日 教諭 小学校教諭 7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30610-
507776号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】琉球・沖縄を教材とした地
理学習の指導法

社会科・地理学習における指導方法を考える際に、重要な
事項として、①地理教育の方法論、②地理の学習理論、③
地理的技能の修得、④現代社会との関係性などが挙げられ
よう。本講習では、①と③の事項に焦点を当て、「沖縄の地
理」の教材化の方法について、古地図・地形図などの地図
資料を用いながら検討したい。

崎浜　靖（経済学部教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和2年8月12日 教諭

小学校教諭、中
学校の社会科教
諭、高等学校の
地理歴史科教諭

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30610-
507777号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】ARプログラミング入門 -
Processingで作る拡張現実の世
界 -

　Processingはプログラミング言語と開発環境をあわせた便
利なツールです．
　簡単な記述でプログラミングが行え，特にグラフィックが簡
単に描けることからプログラミング入門者の学習，メディア
アーティストによるメディアアートの作成など，幅広く利用さ
れています．
　本演習では現実に情報を重ねるAR（拡張現実）を実現す
るための手法を学びます．本講習を受講することで科目に
あわせた綺麗なビジュアルの教材作成が可能となります．

小渡　悟（産業情報学部准教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和2年8月13日 教諭
プログラミング教
育，IT教育に関心

のある教諭
7,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30610-
507778号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】フィールドで学ぶ沖縄の
地理空間

社会科・地理教育における課題の一つとして、生徒が実際
の地理的空間に展開されている事象と、教科書や地図帳に
記載されている事象とを関連させて、「思考」を深めることが
できないことが挙げられる。それを克服する方法として、地
理教育では古くから野外学習（巡検）を実施してきた。本講
習では、学校現場で応用できるように、地形図・空中写真・
歴史資料などを用いながら、上記の課題を検討したい。※
沖縄本島中部地域のバス巡検を実施する。

崎浜　靖（経済学部教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和2年8月14日 教諭

小学校教諭、中
学校の社会科教
諭、高等学校の
地理歴史科教諭

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30610-
507779号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

沖縄国際大学 【選択】地図を学ぶ

小学校から高等学校まで、多くの授業で地図を活用すること
は、充実した魅力ある授業づくりに役立ちます。2020年から
の新学習指導要領では、社会科を中心に地図活用度がま
すますその高まりをみせています。本講座では地図や
GIS(地理情報システム)の活用方法について最新の地図事
情を含め、地図についての基礎知識をお伝えしたいと思っ
ています。

小川　護（経済学部教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和2年8月17日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

7,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
30610-
507780号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

青森明の星短期
大学

【選択】教育カウンセリング研修
講座

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

大友　秀人（北海商科大学　商学部教授）
米田　薰（大阪成蹊大学　教育学部教授）
諸富　祥彦（明治大学　文学部教授）
相良　陽一郎（千葉商科大学　商経学部教授）
原沢　康明（聖徳大学　音楽部教授）
野々口　浩之（秋田公立美術大学　美術学部教
授）
佐藤　康子（元青森明の星短期大学教授）

青森県青森市 18時間
令和2年7月25日～
令和2年7月27日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

30,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
35016-
507194号

017-741-0123
http://www.aomori-
akenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
大学

【選択】教育カウンセリング専門
講座

学校を巡る近年の状況変化や学習指導要領の改定の動向
等、教員としての子供観、教育観等を概観し、児童･生徒が
発達途上に経験する適応・学業・進路に関わる諸問題に適
切に対応できる実践的な知識及び技能を習得する。

大友　秀人（北海商科大学　商学部教授）
松崎　学（山形大学大学院　教育実践研究科教
授）
佐藤　節子（山形県　スクールカウンセラー）

青森県青森市 18時間
令和2年10月4日、
令和2年10月10日～
令和2年10月11日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

30,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
35016-
507195号

017-741-0123
http://www.aomori-
akenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
大学

【選択】教員の資質向上と授業改
善Ａ

児童生徒に確かな学力を身につけさせるため、基礎的、基
本的な学習指導技術の習熟及び学習指導の今日的な課題
解明を目的とした講義及び演習を行う。
1．通常学級における特別支援教育
2.「特別の教科道徳」とその指導

須藤　隆文（青森市教育委員会　指導課課長）
相馬　克典（青森市教育委員会　主幹兼主任指
導主事）

青森県青森市 6時間 令和2年8月7日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
35016-
507196号

017-741-0123
http://www.aomori-
akenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
大学

【選択】教員の資質向上と授業改
善Ｂ

児童生徒に確かな学力を身につけさせるため、基礎的・基
本的な学習指導技術の習熟及び学習指導の今日的な課題
解明を目的とした講義及び演習を行う。
1．社会の変化を踏まえた生徒指導
2．学校、家庭、地域社会の連携・協働

伴　孝文（青森市立西中学校　教諭）
工藤　裕司（青森市教育委員会　事務局教育部
長）

青森県青森市 6時間 令和2年8月8日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
35016-
507197号

017-741-0123
http://www.aomori-
akenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
大学

【選択】教員の資質向上と授業改
善Ｃ

児童生徒に確かな学力を身につけさせるため、基礎的・基
本的な学習指導技術の習熟及び学習指導の今日的な課題
解明を目的とした講義及び演習を行う。
1．言語活動と学習指導
2．見方・考え方を育てる授業

熊谷　せい子（青森明の星中学・高等学校　副
校長）
佐藤　康子（元青森明の星短期大学教授）

青森県青森市 6時間 令和2年8月11日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
35016-
507198号

017-741-0123
http://www.aomori-
akenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
大学

【選択】小学校英語講座

小学校におけるより効果的な授業を展開するための理論と
実践を講じます。第二言語習得理論の理解、教材研究及び
指導法を学び、ワークショップ方式でそれらの指導法を取り
入れた英語活動を体験します。

坂本　明裕（子ども福祉未来学科教授）
福士　洋子（子ども福祉未来学科教授）
成田　惠子（子ども福祉未来学科教授）

青森県青森市 6時間 令和2年9月26日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
35016-
507199号

017-741-0123
http://www.aomori-
akenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
大学

【選択】保育実践講座Ａ

保育内容の指導、及び幼児理解の方法を講じます。講義、
演習、実技を通して保育実践における様々なスキルの専門
性のステップアップをはかります。
1．造形活動～知識と実践～
2．リトミックであそびを作ろう

木戸　永二（子ども福祉未来学科講師）
伊藤　由香子（子ども福祉未来学科非常勤講
師）

青森県青森市 6時間 令和2年9月13日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
35016-
507200号

017-741-0123
http://www.aomori-
akenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
大学

【選択】保育実践講座Ａ

保育内容の指導、及び幼児理解の方法を講じます。講義、
演習、実技を通して保育実践における様々なスキルの専門
性のステップアップをはかります。
1．造形活動～知識と実践～
2．リトミックであそびを作ろう

木戸　永二（子ども福祉未来学科講師）
笹森　誠（子ども福祉未来学科教授）

青森県青森市 6時間 令和2年10月4日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
35016-
507201号

017-741-0123
http://www.aomori-
akenohoshi.ac.jp/
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

青森明の星短期
大学

【選択】保育実践講座Ｂ

保育内容の指導、及び幼児理解の方法を講じます。講義、
演習、実技を通して保育実践における様々なスキルの専門
性のステップアップはかります。
1．幼小連携の実際
2．発達心理学から保育・教育を見直す

佐藤　康子（元青森明の星短期大学教授）
野嵜　茉莉（弘前大学　教育学部講師）

青森県青森市 6時間 令和2年10月10日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 160人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
35016-
507202号

017-741-0123
http://www.aomori-
akenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
大学

【選択】保育実践講座Ｃ

保育内容の指導、及び幼児理解の方法を講じます。講義、
演習、実技を通して保育実践における様々なスキルの専門
性のステップアップはかります。
1．手遊び歌遊びの教材研究と実践
2．気になる子どもの支援について考える

木村　博子（青森明の星短期大学非常勤講師）
髙橋　多恵子（子ども福祉未来学科講師）

青森県青森市 6時間 令和2年10月11日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 160人
令和2年4月16日～
令和2年5月15日

令02-
35016-
507203号

017-741-0123
http://www.aomori-
akenohoshi.ac.jp/

いわき短期大学
【選択】豊かな保育につながる子
ども理解

　目まぐるしく変容する社会の中で、文化的発達をとげる子
どもをどのように理解すればいいのかを文献や事例分析、
グループディスカッション等を通して考察する。また、世界の
保育における子ども理解を学び、豊かな保育につなげるた
めの方法を多様な視点で捉え学習する。

鈴木　まゆみ（幼児教育科教授）
福島県いわき
市

6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 100人
令和2年5月11日～
令和2年6月12日

令02-
35035-
509300号

0246-25-9185
(内線： 106)

http://www.shk-
ac.jp/ijc/

いわき短期大学
【選択】子どもの多様性（発達に
課題のある子）を理解する

　保育現場には発達に課題のある子、支援の必要なご家庭
のお子さんなど、さまざまな子どもたちがいます。一人ひとり
の子どもの特性の理解と支援、保護者支援について、ワー
クを通して学んでいきましょう。

鈴木　美枝子（幼児教育科教授）
福島県いわき
市

6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 100人
令和2年5月11日～
令和2年6月12日

令02-
35035-
509301号

0246-25-9185
(内線： 106)

http://www.shk-
ac.jp/ijc/

いわき短期大学
【選択】保育者に求められる防災
の知識

　施設周辺の危険を知ることで、災害への備えや災害を乗り
切る工夫について学ぶ。中でも、施設内外の点検、避難対
応など保護者や地域の方々と協力して一緒に出来ることや
非常用備蓄品の準備など災害発生時に役立つ方法、グ
ループワークでシミュレーションによる非常時対応などにつ
いて学習する。

藁谷　俊史（幼児教育科非常勤講師）
福島県いわき
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5月11日～
令和2年6月12日

令02-
35035-
509302号

0246-25-9185
(内線： 106)

http://www.shk-
ac.jp/ijc/

いわき短期大学
【選択】子どもの感性や意欲を育
む保育

　幼稚園教育要領が改訂され、新たに幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿が示された。その中の一つである「豊かな
感性と表現」について「身体」「造形」「音楽」の多方面から考
察していく。子どもたち自身が意欲的に取り組み、素材の特
徴や表現方法の気づきや、自分や友達同士で表現する喜
びに繋がる支援方法について実践を通して学ぶ。

吉津　恭子（幼児教育科教授）
首藤　晃（幼児教育科特任准教授）
髙橋　功祐（幼児教育科講師）

福島県いわき
市

6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 100人
令和2年5月11日～
令和2年6月12日

令02-
35035-
509303号

0246-25-9185
(内線： 106)

http://www.shk-
ac.jp/ijc/

茨城女子短期大
学

【選択】幼児教育の充実に関する
課題

本学園の功労者で日本の幼稚教諭第1号であった豊田芙雄
の子ども・教育・道徳観について学ぶ。幼児教育等における
発達障害の特性と支援方法を考察し、幼児教育のスキル学
ぶ。虐待を受けた子どもへの心理的理解、子ども虐待と発
達障害についての基礎理解を深める。造形遊び、楽器遊
び、身体遊びなどの実践を通して表現方法を理解する。領
域『表現』から“豊かな感性と表現”を具体的に学ぶ。歴史的
な観点からみるこれからの幼児教育のあり方について考え
る。子どもを取り巻くあらゆる環境の変化を勘案し、相互の
意見交換をもとに、保育者として実践に繋げられるようにす
る。

小野　孝尚（学長・表現文化学科教授）
安藤　みゆき（保育科教授）
海野　富江（保育科准教授）
橋本　祥子（保育科准教授）
富田　浩子（保育科准教授）
国府田　はるか（保育科准教授）
馬立　明美（保育科専任講師）
梶井　正紀（保育科専任講師）
小口　恵巳子（保育科専任講師）
佐藤　豊（大成女子高等学校　非常勤講師）
木村　久美子（認定こども園大成学園幼稚園園
長）

茨城県那珂市 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、保

育教諭
23,000円 100人

令和2年5月14日～
令和2年5月19日

令02-
35039-
506937号

029-298-0596
https://www.taisei.ac.jp
/jp/iwjc/
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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
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茨城女子短期大
学

【選択】幼児教育の充実に関する
課題

本学園の功労者で日本の幼稚教諭第1号であった豊田芙雄
の子ども・教育・道徳観について学ぶ。幼児教育等における
発達障害の特性と支援方法を考察し、幼児教育のスキル学
ぶ。虐待を受けた子どもへの心理的理解、子ども虐待と発
達障害についての基礎理解を深める。造形遊び、楽器遊
び、身体遊びなどの実践を通して表現方法を理解する。領
域『表現』から“豊かな感性と表現”を具体的に学ぶ。歴史的
な観点からみるこれからの幼児教育のあり方について考え
る。子どもを取り巻くあらゆる環境の変化を勘案し、相互の
意見交換をもとに、保育者として実践に繋げられるようにす
る。

小野　孝尚（学長・表現文化学科教授）
安藤　みゆき（保育科教授）
海野　富江（保育科准教授）
橋本　祥子（保育科准教授）
富田　浩子（保育科准教授）
国府田　はるか（保育科准教授）
馬立　明美（保育科専任講師）
梶井　正紀（保育科専任講師）
小口　恵巳子（保育科専任講師）
佐藤　豊（大成女子高等学校　非常勤講師）
木村　久美子（認定こども園大成学園幼稚園園
長）

茨城県那珂市 18時間
令和2年8月25日～
令和2年8月27日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
23,000円 100人

令和2年5月14日～
令和2年5月19日

令02-
35039-
506938号

029-298-0596
https://www.taisei.ac.jp
/jp/iwjc/

つくば国際短期
大学

【選択】「幼稚園における英語指
導の実践」及び「子どもの心のケ
アと家族への支援」

近年、就学前教育として英語が一般的になっている。幼稚
園で遊びを通して実際に英語を指導する場合、どんな内容
が子ども達の興味・関心を引くのか、その指導の方法、そし
て注意すべきポイントなど実践を通して学ぶ。
子どもやその家族へのかかわりについて、カウンセリングや
ソーシャルワークの視点をふまえたかかわり方を身につけ
る。

中川　武（保育科准教授）
佐藤　高博（保育科講師）

茨城県土浦市 6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 75人
令和2年5月7日～
令和2年5月18日

令02-
35040-
507844号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tij
c/

つくば国際短期
大学

【選択】「幼稚園における英語指
導の実践」及び「子どもの心のケ
アと家族への支援」

近年、就学前教育として英語が一般的になっている。幼稚
園で遊びを通して実際に英語を指導する場合、どんな内容
が子ども達の興味・関心を引くのか、その指導の方法、そし
て注意すべきポイントなど実践を通して学ぶ。
子どもやその家族へのかかわりについて、カウンセリングや
ソーシャルワークの視点をふまえたかかわり方を身につけ
る。

中川　武（保育科准教授）
佐藤　高博（保育科講師）

茨城県土浦市 6時間 令和2年9月26日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 75人
令和2年5月7日～
令和2年5月18日

令02-
35040-
507845号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tij
c/

つくば国際短期
大学

【選択】「アプリケーションを活用し
た楽器演奏と編曲」

ＰＣやスマートフォンに内蔵されている音楽のアプリは、編曲
や作曲、波形編集など可能性を秘めている。音楽を演奏・構
成できる多機能なアプリの使い方を学び、既存の音楽をア
レンジする方法や手順を学びます。

仲条　幸一（保育科助教） 茨城県土浦市 6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 75人
令和2年5月7日～
令和2年5月18日

令02-
35040-
507846号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tij
c/

つくば国際短期
大学

【選択】「アプリケーションを活用し
た楽器演奏と編曲」

ＰＣやスマートフォンに内蔵されている音楽のアプリは、編曲
や作曲、波形編集など可能性を秘めている。音楽を演奏・構
成できる多機能なアプリの使い方を学び、既存の音楽をア
レンジする方法や手順を学びます。

仲条　幸一（保育科助教） 茨城県土浦市 6時間 令和2年10月31日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 75人
令和2年5月7日～
令和2年5月18日

令02-
35040-
507847号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tij
c/

つくば国際短期
大学

【選択】「プレ・ゴールデンエイジ
の神経系刺激」及び「自己理解の
心理学」

幼児期にはなぜ運動による神経系への刺激が欠かせない
のか？その意義を学び実践方法を学習する。また、実践に
よる疑問点や対処方法などを採り上げ、ディスカッションを
通して理解を深める。
人は一人一人が異なる個性を持っていることは誰もが認め
るところだと思います。特に教師は、幼児や児童生徒のみな
らず保護者との対応など、様々な個性に対して適切な対応
が求められる職業のひとつでもあります。ここでは、まず心
理テストを使って自分自身の心理的特徴を把握するととも
に、日常生活において多様な個性と対応することで生じる精
神的ストレスへの対処法について学びます。

川田　公仁（保育科教授）
南　正信（保育科教授）

茨城県土浦市 6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 75人
令和2年5月7日～
令和2年5月18日

令02-
35040-
507848号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tij
c/
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対象職

種
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つくば国際短期
大学

【選択】「プレ・ゴールデンエイジ
の神経系刺激」及び「自己理解の
心理学」

幼児期にはなぜ運動による神経系への刺激が欠かせない
のか？その意義を学び実践方法を学習する。また、実践に
よる疑問点や対処方法などを採り上げ、ディスカッションを
通して理解を深める。
人は一人一人が異なる個性を持っていることは誰もが認め
るところだと思います。特に教師は、幼児や児童生徒のみな
らず保護者との対応など、様々な個性に対して適切な対応
が求められる職業のひとつでもあります。ここでは、まず心
理テストを使って自分自身の心理的特徴を把握するととも
に、日常生活において多様な個性と対応することで生じる精
神的ストレスへの対処法について学びます。

川田　公仁（保育科教授）
南　正信（保育科教授）

茨城県土浦市 6時間 令和2年11月21日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 75人
令和2年5月7日～
令和2年5月18日

令02-
35040-
507849号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tij
c/

武蔵丘短期大学
【選択】特別活動としてのレクリ
エーションゲーム

この講習は、指導要領に示されている特別活動の『望ましい
集団活動』を中心にすすめる。特に学級活動の場面におい
て、児童生徒に対して集団や社会の一員としての個人につ
いて考えさせるための教材として、レクリエーションゲームに
代表される課題解決ゲームを取り上げる。ゲームを実際に
体験することをとおして、日常の教育実践で簡易に実施でき
る方法を検討する。

福島　邦男（健康生活学科教授）
埼玉県比企郡
吉見町

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
支援学校教諭向

け

6,000円 100人
令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
35066-
509701号

0493-54-5101
(内線： 1138)

http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学 【選択】ハンドボール

本講習では、ハンドボールの基本的技術の習得を目指すた
めの指導方法を扱う。特に、ハンドボールの中のパス・
シュートに重点をおき、午前中は講義形式で検討する。具体
的には、様々なパスの練習方法やシュートの練習方法を取
り上げ解説する。その後、受講者間でグループディスカッ
ションを行う。午後は、本学体育館にて実技形式によって、
種々の練習法を実体験し、中高の保健体育の授業および
部活動での指導に資する教授法を検討する。

高橋　琴美（健康生活学科教授）
埼玉県比企郡
吉見町

6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学
校保健体育教諭

向け
6,000円 20人

令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
35066-
509702号

0493-54-5101
(内線： 1138)

http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学
【選択】子ども達の食を通じた健
康づくり

本講習では児童・生徒に対する以下の事柄について考え
る。
① 過栄養・低栄養の問題、② その他の健康問題、③ 熱中
症の問題、④ スポーツと栄養を同時に捉える意義、子ども
の食生活・運動に関する最新情報、⑤ 食育活動事例の紹
介
また、グループワークや演習を行いながら、食育についての
理解を深めることで、教育現場での応用を検討する。

長島　洋介（健康生活学科講師）
埼玉県比企郡
吉見町

6時間 令和2年8月19日
教諭

栄養教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭向

け、栄養教諭

6,000円 100人
令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
35066-
509703号

0493-54-5101
(内線： 1138)

http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学 【選択】陸上競技

本講習は、陸上競技の基本的な技能の習得を目指すため
の指導方法を扱う。具体的には、陸上競技の走・跳・投にお
ける安全性に配慮した効果的な練習法・審判法を解説す
る。午前中は主に実技及び講義形式とし、午後は講義及び
グループディスカッションを行う。中学校・高等学校の保健体
育の授業での指導に資する教授法を検討する。

辻　将也（健康生活学科講師）
埼玉県比企郡
吉見町

6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校・高等学
校保健体育教諭

向け
6,000円 20人

令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
35066-
509704号

0493-54-5101
(内線： 1138)

http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学
【選択】ストレングス＆コンディショ
ニング

スポーツや日常生活における身体的パフォーマンスの改善
には、基礎的な身体能力（筋力・筋持久力・瞬発力・持久力・
敏捷性・平衡性・柔軟性）の向上や改善、すなわちコンディ
ショニングが重要である。中でも、パフォーマンス向上と健
康・体力の維持・増進には筋力（ストレングス）の重要性は
大きいとされている。本講習では、講義および実技形式と
し、ストレングス＆コンディショニングの基礎的な知識と技能
の習得を図る。

荒川　崇（健康生活学科准教授）
辻　将也（健康生活学科講師）

埼玉県比企郡
吉見町

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
支援学校教諭向

け

6,000円 70人
令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
35066-
509705号

0493-54-5101
(内線： 1138)

http://www.musashigao
ka.ac.jp
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武蔵丘短期大学 【選択】食教育を考える

本講習では学校教育の中での児童・生徒への食教育につ
いて検討する。児童・生徒が健康で心豊かに生活するため
には食教育を他方から考察することはきわめて重要なことと
考えられる。「栄養」「食習慣」「食行動」などの諸要因を総合
的にとらえ児童・生徒の健康・成長・発育の糧となるよう検討
していく。また、教育現場において体験的・実践的な食行動
が身につくよう環境整備などについても考えていきたい。

小板　由美子（健康生活学科講師）
埼玉県比企郡
吉見町

6時間 令和2年8月20日
教諭

栄養教
諭

小学校・中学校
教諭向け、栄養

教諭向け
6,000円 25人

令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
35066-
509706号

0493-54-5101
(内線： 1138)

http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学 【選択】ゴルフ

本講習では、ゴルフの基本的技術の習得を目指すための指
導方法を扱う。特にゴルフで使用する道具の正しい使用方
法に重点をおき、午前中は講義形式で検討する。具体的に
は正しいスイングをするにはどんな点に注意すればよいか
を映像を交えて解説する。その後、受講者間でグループディ
スカッションを行う。午後は、本学ゴルフ練習場にて実技形
式によって、種々の練習法を実体験し、中高の保健体育の
授業および部活動での指導に資する教授法を検討する。

長島　洋介（健康生活学科講師）
江原　清浩（元非常勤講師）

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 令和2年8月20日 教諭
中学校・高等学
校保健体育教諭

向け
6,000円 25人

令和2年4月20日～
令和2年4月24日

令02-
35066-
509707号

0493-54-5101
(内線： 1138)

http://www.musashigao
ka.ac.jp

千葉経済大学短
期大学部

【選択】家庭・地域における教育
の支援と子ども理解

幼稚園の果たすべき役割として、新たに家庭及び地域にお
ける幼児期の教育支援が加えられた。この支援に係る最新
の知識・理解について、4つの観点から講義する。①障害の
ある子どものケアの問題をバリアフリーという観点から考察
し、障害とバリアフリーの関連を明らかする。②離婚家庭の
子どもに特有の問題を示し、必要な援助を具体的に考究す
る。③乳幼児期の遊び・対人関係を概観し、家庭への要望と
援助について考える。④保育をめぐる制度・施策が変化著し
い近年、子どもの育ちを支える主体と、期待される連携につ
いて検討する。

柏木　恭典（こども学科　准教授）
波多野　名奈（こども学科　准教授）

千葉県千葉市 6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

(備考　卒業生の先行
募集期間を設ける。)

令02-
35074-
509750号

043-255-4370
https://www.chiba-
kc.ac.jp/

千葉経済大学短
期大学部

【選択】絵本の読み伝えと活用法

絵本の読み伝えは、幼稚園教育において欠かすことのでき
ない教育内容のひとつである。しかし、教師の扱い方ひとつ
で、楽しく充実した内容にもなれば、「つまらない絵本だっ
た」で終わることもある。本講座では、効果的な活用法を中
心に、子どもたちの学びがより一層深まるような実践のあり
方を考えていく。また、童話作家によるお話作りのノウハウ
を伝授する。

横山　洋子（こども学科　教授）
わたなべ　めぐみ（こども学科　非常勤講師）

千葉県千葉市 6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

(備考　卒業生の先行
募集期間を設ける。)

令02-
35074-
509751号

043-255-4370
https://www.chiba-
kc.ac.jp/

千葉経済大学短
期大学部

【選択】アクティブ・ラーニングは
アクティブ・ティーチングによって
生まれる

「学ぶ」といういとなみは、本然的に能動性をはらんでいとな
まれる。「知識の一方向的な伝達」を超える「教える」があっ
て、アクティブ・ラーニングに実が結ばれる。グループワーク
といった学習形態を導入すれば、学びの質が能動的に高ま
るものではない。本講習では、当今のアクティブ・ラーニング
という課題に、国語・社会・総合等での具体的な事例に即
し、また実際にミニ授業を体験することによって向き合い、思
索を深める。

佐久間　勝彦（学長） 千葉県千葉市 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22日～
令和2年5月22日

(備考　卒業生の先行
募集期間を設ける。)

令02-
35074-
509752号

043-255-4370
https://www.chiba-
kc.ac.jp/

千葉経済大学短
期大学部

【選択】創造力を育む造形教材の
研究と開発

文部科学省より《特色ある大学教育支援プログラム》として
選定された「こども造形教室」にて新しく開発した造形題材を
中心に、学習指導に直結する教材研究・開発のあり方につ
いて実技演習を通し深める。内容は、幼児・児童が個々の
造形のカを発揮して楽しく活動できるよう、1）季節感、2）伝
承的な造形、3）構成的・機構的な面白さ、4）材料の可能性
の追求などに留意して、主として工作表現分野の独自な題
材で構成していく。

三好　理夫（こども学科　非常勤講師）
篠田　哲也（こども学科　非常勤講師）

千葉県千葉市 6時間 令和2年8月5日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

(備考　卒業生の先行
募集期間を設ける。)

令02-
35074-
509753号

043-255-4370
https://www.chiba-
kc.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

千葉経済大学短
期大学部

【選択】リトミック指導法の基礎

音楽の基本能力を伸ばすとともに知的なものも含め幅広く
豊かな人間性の基礎を育むリトミックについて、その原理や
基本について理論的に理解を深め、またその初歩を体験す
る。そして、幼児教育における表現領域の学習活動に取り
入れることが可能となるように、実践的に学ぶ。（講義・演
習・実技）

太田　有紀子（こども学科　非常勤講師） 千葉県千葉市 6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

(備考　卒業生の先行
募集期間を設ける。)

令02-
35074-
509754号

043-255-4370
https://www.chiba-
kc.ac.jp/

千葉経済大学短
期大学部

【選択】子どもの感性を引き出す
造形教育

目に見える成果物（作品美）を求めるだけではなく、子ども
の感性や想像力を働かせて「新たな意味」や「価値」を育成
する造形教育の魅力を味わう講習。ワークショップ的な体験
型造形学習を通し、「感動」「おどろき」を素直に伝えることが
できる指導者の資質を高めることをねらいとする。
●制作予定：オリジナルビルダーカード・新聞紙でワーク
ショップ・粘土で遊ぼうなど。

田村　俊雄（こども学科　教授） 千葉県千葉市 6時間 令和2年8月6日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

(備考　卒業生の先行
募集期間を設ける。)

令02-
35074-
509755号

043-255-4370
https://www.chiba-
kc.ac.jp/

千葉経済大学短
期大学部

【選択】子どもへの対応力を身に
つける体験学習

授業の中で子どもたちの意欲を引き出し、その教材の中心
を逸れずにその時間のめあてを達成するためには、子ども
の疑問・考え・つぶやき・意見への「対応力」が必要となる。
この「対応力」を、①「対応の理論」と②「演習」を通して身に
つける。そのための（１）教材解釈の仕方、（２）問いと発問へ
の展開方法、（３）子どもたちの意見への解釈力、（４）授業
展開の構想、（５）子どもの開放場所、といった授業を構成し
ていく要素について考えを深め、授業への「対応力」を身に
つける。

塚本　幸男（こども学科　非常勤講師） 千葉県千葉市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 40人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

(備考　卒業生の先行
募集期間を設ける。)

令02-
35074-
509756号

043-255-4370
https://www.chiba-
kc.ac.jp/

千葉経済大学短
期大学部

【選択】食育の現代的課題と実践

４つのテーマで食育について現代の観点から考察する（講
義）。①子どもたちの食生活の現状を捉え、健全で豊かな食
生活のための食育活動を考える。その一環として、②幼児
の野菜栽培、収穫の喜び体験を通して、食への関心を高め
る実践を考える。また、③現代の子どもの食事スタイルと行
動の実態を把握し、主体的に楽しく取り組める食事マナーに
ついて考え、最後に④大型絵本やエプロンシアター等の視
覚的教材を使って楽しく子どもたちに伝える方法や、食への
関心を深める遊びについて考える。

中島　千恵子（こども学科　教授）
横山　洋子（こども学科　教授）

千葉県千葉市 6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

(備考　卒業生の先行
募集期間を設ける。)

令02-
35074-
509757号

043-255-4370
https://www.chiba-
kc.ac.jp/

千葉経済大学短
期大学部

【選択】ピアノ簡易奏法ーピアノの
苦手な先生のために

ピアノに対する苦手意識は、教諭の音楽指導に消極的な態
度を醸成してしまう。本講習においては、電子ピアノを一人
に一台配し、純粋な演奏法ではなく、ピアノを音楽指導に役
立てるツールとして、小学校の共通教材や幼児向け歌曲を
簡易に奏する技術と編曲法を学ぶ。楽譜通りに弾くのでは
なく、教諭の資質に応じて楽譜内容を簡易化し、ピアノという
便利な楽器を音楽指導に活用できるようにすることが目的
である。

高木　誠（こども学科　教授） 千葉県千葉市 6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

(備考　卒業生の先行
募集期間を設ける。)

令02-
35074-
509758号

043-255-4370
https://www.chiba-
kc.ac.jp/

千葉経済大学短
期大学部

【選択】現代に活きる斎藤喜博教
授学ーその概要と教材解釈体験

　学習指導要領は「主体的・対話的で深い学び」は我が国の
優れた教育実践が志向してきた「普遍的な視点」であると指
摘する。本講座では、斎藤喜博・武田常夫らの優れた実践
から何を学ぶか、貴重な動画を見て考えるとともに、講師や
ゲストスピーカーが彼らから何を学んだかの報告を聴いて、
ともに考える。

佐久間　勝彦（学長）
塚本　幸男（こども学科　非常勤講師）

千葉県千葉市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 50人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

(備考　卒業生の先行
募集期間を設ける。)

令02-
35074-
509759号

043-255-4370
https://www.chiba-
kc.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

千葉経済大学短
期大学部

【選択】子どもの可能性を解放す
る総合表現指導法

オペレッタを基盤とした総合表現は、斎藤喜博の開発した独
特の表現教育活動である。これは単に表現の技術向上を目
指すものでなく、子どもの全体存在における可能性の解放
を目指すもので、様々な教育的効果が期待できるものであ
る。本講習では、この表現活動の教育的意義及び指導の要
点の概説、成果の提示、及び総合表現「利根川」を教材とし
これを体験しながらその指導法の初歩を学ぶ。

小池　順子（こども学科　非常勤講師） 千葉県千葉市 6時間 令和2年8月8日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 30人

令和2年4月22日～
令和2年5月22日

(備考　卒業生の先行
募集期間を設ける。)

令02-
35074-
509760号

043-255-4370
https://www.chiba-
kc.ac.jp/

淑徳大学短期大
学部

【選択】子どもの社会性の発達理
解と教育相談

発達障害など気になる幼児・児童について、コミュニケーショ
ンや人間関係といった子どもの社会性の発達に関する心理
学等における知見（特別支援教育に関するものを含む）を取
り上げます。また、教育相談におけるカウンセリングなどの
知識・スキルの獲得を通じて、子どもへの支援や保護者・家
庭への支援方法についての学びを深めることを目的としま
す。

永房　典之（こども学科　教授）
小薗江　幸子（こども学科　准教授）

東京都板橋区 6時間 令和2年8月1日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭向け

6,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年6月19日

令02-
35088-
508961号

03-3966-7632
(内線： 154)

https://www.jc.shukuto
ku.ac.jp/

横浜女子短期大
学

【選択】横浜女子短期大学選択
領域講習Ａ

前半：“あそびうた”から保育の総合性を探る
あそびうたのルーツは「わらべうた」です。時代や文化と共に
わらべうたは変化してきています。あそびは自由で、たのし
く、心が満ちあふれるものです。そのあそびうたという１つの
教材から子どもの主体的な活動へと導き出す保育の総合性
を共に探りたいと思います。
後半：幼稚園における子育て支援
幼稚園における子育て支援の意義や、保護者支援につい
ての理解を深め、幼稚園教諭として適切な助言及び指導が
できるよう、実践的な能力を身に付ける。また、実際の事例
を取り上げながら、幼稚園教諭として幼児の生活全体が豊
かなものとなるためには何ができるのかを考える。

二階堂　邦子（保育科教授）
鵜野澤　武美（保育科専任講師）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年5月16日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭向け
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月12日

令02-
35128-
509770号

045-835-8107
http://www.yokotan.ac.j
p/

横浜女子短期大
学

【選択】横浜女子短期大学選択
領域講習Ｂ

前半：子どもの環境における学びと支援
提示した自然に関する実践事例での学びや、受講者が学内
外の自然に直接触れる体験を通して、子どもが自然環境か
ら学ぶことや援助、環境構成の意義を学ぶ。
後半：2030年の社会に向けた国の教育の行方を探る
中教審答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別
支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につ
いて」（平成28年12月）を再読しながら今後の教育の動向を
考察する。

岡本　眞幸（保育科教授）
平澤　順子（保育科専任講師）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年5月23日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭向け
6,000円 50人

令和2年4月16日～
令和2年5月19日

令02-
35128-
509771号

045-835-8107
http://www.yokotan.ac.j
p/

富山福祉短期大
学

【選択】子どもの感性を育てる造
形活動

・子どもの豊かな感性を十分に引き出すための造形活動の
在り方や支援の方法を考察し、作品とともに制作過程での
一人一人の子どもの表現の多様性を認め、子どもの作品に
共感し伝えることの必要性と鑑賞する意識を理解する。
・子どもが豊かに感情を描き表し、自己表現することができ
る支援の在り方や、素材や画材による形や色の魅力の再発
見を行い、子どもの意欲的な創造活動を刺激する支援の在
り方を考える。

北澤　晃（幼児教育学科　教授）
岡野　宏宣（幼児教育学科　講師）

富山県射水市 6時間 令和2年7月30日 教諭
小学校教諭、幼
稚園教諭、保育

教諭
8,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
35135-
509265号

0766-55-5567
(内線： 306)

http://www.t-
fukushi.urayama.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

富山福祉短期大
学

【選択】子どもが変わる　コミュニ
ケーション能力を育むコーチング

近年、幼児教育の現場においても大人が一方的に「教える」
「与える」手法から、「自主性」や「引き出す」をキーワードとし
た関わり（コーチングを用いたコミュニケーション）が重視さ
れている。本講習は、一般社団法人トラストコーチングが提
供する人材育成研修プログラム「ナーサリーコーチング®」を
ベースにした教職課程向け基礎講座である。子どもの成長
過程に密接に関わる先生方のコミュニケーション能力をより
高めるアプローチにより、毎日の会話や言葉掛けを根本か
ら見直し、子どもたちにとって最適な関わり方を考え実践す
る力の向上を目指す。

宮越　浩子（幼児教育学科　助教） 富山県射水市 6時間 令和2年8月5日 教諭
幼稚園教諭、保
育教諭、小学校

教諭
8,500円 24人

令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
35135-
509266号

0766-55-5567
(内線： 306)

http://www.t-
fukushi.urayama.ac.jp/

富山福祉短期大
学

【選択】幼児期の豊かな経験を保
障する自然保育

・五感をフルに働かせて自然と触れ合い、自然の不思議を
感じ興味や関心を広げていく自然体験型保育（教育）につい
て理解する。
・講義とともに、実際にフィールドに出て自然観察や野外活
動を体験し、具体的な自然体験型保育（授業）の構想および
野外でのリスク管理の実際について学び、自然保育に関す
る知識や技術を習得する。

藤井　徳子（幼児教育学科　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、幼
稚園教諭、保育

教諭
9,000円 25人

令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
35135-
509267号

0766-55-5567
(内線： 306)

http://www.t-
fukushi.urayama.ac.jp/

富山福祉短期大
学

【選択】幼少期に必要な運動遊び
について

幼少期に必要とされる運動動作の獲得や子どもの発育発達
に応じた運動指導の方法について講義及び実技を通じて学
ぶ。また、日本サッカー協会のキッズリーダー講習会を併用
して実施することで、実際の教育現場で使える実践的な運
動あそびについての知識と技術を習得する。

小川　耕平（幼児教育学科　准教授） 富山県射水市 6時間 令和2年8月7日 教諭
小学校教諭、幼
稚園教諭、保育

教諭
9,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
35135-
509268号

0766-55-5567
(内線： 306)

http://www.t-
fukushi.urayama.ac.jp/

富山福祉短期大
学

【選択】教育現場にコーチングを
活かす −TCS（トラストコーチング
®）一般講座ー

コーチングとは、対話によって人の自己実現や目標達成を
効果的にサポートしていくコミュニケーション技術である。本
講習では、一般社団法人トラストコーチングが提供する
「TCS」のプログラムを用い、コーチングを体感しながら学び
コミュニケーション能力の向上を目指すとともに、専門技術
を学んだ証としてコーチングの資格取得が可能である。①
コーチングの基礎概念、②対子ども・対保護者・対同僚など
他者との信頼関係を築くコミュニケーション、③コーチングス
キル（コミュニケーションの技術）の活用、などについて学
ぶ。
本講習の修了者には「TCS認定コーチングスキルアドバイ
ザー」の資格を授与する。

宮越　浩子（幼児教育学科　助教） 富山県射水市 6時間 令和2年8月19日 教諭
小学校教諭、幼
稚園教諭、保育

教諭
55,000円 15人

令和2年4月16日～
令和2年6月30日

令02-
35135-
509269号

0766-55-5567
(内線： 306)

http://www.t-
fukushi.urayama.ac.jp/

山梨学院短期大
学

【選択】保育内容特論（健康）（子
どもの発育と健康）

保育内容特論（健康）（子どもの発育と健康）においては、今
日の子どもの身体発育や運動発達など発育発達面の現状
と課題、精神的健康および身体的健康など子どもの健康の
現状と課題、睡眠・食事・運動をはじめとする子どもの日常
生活行動や習慣の現状と課題などについて講義する。

澤田　孝二（保育科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和2年8月6日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和2年5月7日～
令和2年6月8日

令02-
35144-
508776号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/

山梨学院短期大
学

【選択】保育内容特論（健康）（子
どもの健康生活の確立）

保育内容特論（健康）（子どもの健康生活の確立）において
は、子どもの発育発達を把握するための具体的方法、子ど
もの体を使った遊びの種類や方法、睡眠・食事をはじめとす
る子どもの健康に関わる習慣の形成、子どもが事故や危険
から身を守るために必要な安全への意識や行動の育成な
どについて講義する。

澤田　孝二（保育科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和2年8月7日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和2年5月7日～
令和2年6月8日

令02-
35144-
508777号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/

山梨学院短期大
学

【選択】算数科教育法特論Ⅰ（「A
数と計算」及び「C測定・変化と関
係」を極める）

算数科教育法特論Ⅰ（「A数と計算」及び「C測定・変化と関
係」を極める）では、算数科の全体の見通しをもちつつ、算
数科の授業を実践的に展開する授業が行える教師として、
新学習指導要領下における算数科指導の基本的な知識・
技術と算数科の授業づくりの実際的な方法を講習する。

奥山　賢一（保育科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和2年8月11日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人
令和2年5月7日～
令和2年6月8日

令02-
35144-
508778号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山梨学院短期大
学

【選択】算数科教育法特論Ⅰ（「B
図形」「Dデータの活用」を極め
る）

算数科教育法特論Ⅰ（「B図形」「Dデータの活用」を極める）
では、算数科の全体の見通しをもちつつ、算数科の授業を
実践的に展開する授業が行える教師として、新学習指導要
領下における算数科指導の基本的な知識・技術と算数科の
授業づくりの実際的な方法を講習する。

奥山　賢一（保育科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和2年8月12日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人
令和2年5月7日～
令和2年6月8日

令02-
35144-
508779号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/

山梨学院短期大
学

【選択】保育内容特論（言葉）（幼
児期の言葉の育ちのために　そ
の１）

保育内容特論（言葉）（幼児期の言葉の育ちのために　その
１）では、保育者・教育者としての資質能力の振り返りと小学
校への接続の「スタートカリキュラム」を見据えて、保育内容
の領域言葉における言葉がけの重要性、絵本選びやその
読み語りの重要性などを再認識する。

佐藤　喜美子（保育科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和2年8月17日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和2年5月7日～
令和2年6月8日

令02-
35144-
508780号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/

山梨学院短期大
学

【選択】保育内容特論（言葉）（幼
児期の言葉の育ちのために　そ
の２）

保育内容特論（言葉）（幼児期の言葉の育ちのために　その
２）では、幼児期の言葉の発達と育成に深くかかわる、保育
者・教育者としての資質・能力を磨くとともに、より具体的な
実践事例を吸収して、言葉の指導の在り方の幅を広げる。

佐藤　喜美子（保育科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和2年5月7日～
令和2年6月8日

令02-
35144-
508781号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/

東海学院大学短
期大学部

【選択】幼児造形

幼児造形は、非常に幅広く、特に近年は新素材やITや映像
の活用が進んだこともあり、多様な課題、教材が生まれてい
る。受講者は「考える力」「感じる力」を育てる造形を、具体
的な授業の中でどう実施するかを、演習を通して学習する。
特に幼児の素材や色、形、空間の「原初的」な体験や表現
を、映像資料も使いながら、授業を展開する。幼児の「遊び
の中で学ぶ」事を、楽しさを感じながら受講してもらいたい。
例年の講習者の声から、新しい幼児課題を望んでいること
を強く感じる。そうした希望にも答えていきたいと考えてい
る。

浅野　秀男（幼児教育学科　講師）
岐阜県各務原
市

6時間 令和2年8月11日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和2年4月22日～

令和2年5月7日

令02-
35160-
509155号

058-382-1148
(内線： 504)

http://www.tokaigakuin
-
u.ac.jp/shien/index.htm
l

東海学院大学短
期大学部

【選択】保育における絵本の可能
性

子どもの発達に影響をもたらす物的環境の一つである「絵
本」。　多くの保育現場で「読み聞かせ」は行われているが、
時間のつなぎになってはいないか。再度、基本に立ち返っ
て、「読み聞かせ」について考える。
　また、幼児期は「一人読み」につながる大切な時期でもあ
る。子どもたちが自主的に絵本を活用するための場、時間、
選書など絵本の環境構成について考える。さらに子どもの
あそびを豊かにする絵本の可能性についても受講者で考え
たい。講習は実践、グループワークが中心となる。

杉山　喜美恵（幼児教育学科　教授）
岐阜県各務原
市

6時間 令和2年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和2年4月22日～

令和2年5月7日

令02-
35160-
509156号

058-382-1148
(内線： 504)

http://www.tokaigakuin
-
u.ac.jp/shien/index.htm
l

東海学院大学短
期大学部

【選択】「よりよい育ち」と「よりよい
人間関係」を目指す

保育内容「人間関係・言葉」を中心に講義を行う。新教育要
領を基にしながら、特に，今の子どもたちの育ちの中で課題
となっていることを受講者と共に出し合いながら，その課題
をどのようにすれば子どもたちのよりよい育ちにつながるか
を考え合う。
また，子どもたちと保育者・子どもたち同士や，保護者とどの
ように向き合うとよりよい関係が導くことができるか等を，話
し合いや絵本等の活用を含めながら，講義だけでなく実践
的に取り組む。

三羽　佐和子（幼児教育学科　客員教授）
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 6,000円 30人
令和2年4月22日～

令和2年5月7日

令02-
35160-
509157号

058-382-1148
(内線： 504)

http://www.tokaigakuin
-
u.ac.jp/shien/index.htm
l
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

京都西山短期大
学

【選択】子どものこころとからだを
育む運動遊び

幼児教育の現状と課題、改善の方向性としてあげられてい
る①幼児の、運動能力の低下、集団とのかかわりの中で自
己発揮する力不足や、さまざまな体験･経験不足。②発達や
学びの連続性を確保する観点から、幼稚園教育と小学校教
育の具体的な連携方策、教育課程の改善を図る必要性。
等、これらのことをふまえた「運動あそび」の保育理論と保育
実践を融合させ、より具体的事例を挙げながら講義と実技
を展開し実施する。全国認定こども園京都府支部及び京都
市との連携により、協会及び京都市からの推薦者を受付
後、一般募集を行う。

原田　健次（仙台大学　教授）
京都府長岡京
市

6時間 令和2年10月25日 教諭
保育教諭・幼稚

園教諭
6,000円 40人

令和2年5月18日～
令和2年6月25日

(備考　5/18～5/27（推
薦者募集期間）6/3～

6/25（一般募集期間）と
します。)

令02-
35202-
507473号

075-951-0023 https://seizan.ac.jp

京都西山短期大
学

【選択】子どものこころとからだを
育む運動遊び

幼児教育の現状と課題、改善の方向性としてあげられてい
る①幼児の、運動能力の低下、集団とのかかわりの中で自
己発揮する力不足や、さまざまな体験･経験不足。②発達や
学びの連続性を確保する観点から、幼稚園教育と小学校教
育の具体的な連携方策、教育課程の改善を図る必要性。
等、これらのことをふまえた「運動あそび」の保育理論と保育
実践を融合させ、より具体的事例を挙げながら講義と実技
を展開し実施する。全国認定こども園京都府支部及び京都
市との連携により、協会及び京都市からの推薦者を受付
後、一般募集を行う。

原田　健次（仙台大学　教授）
京都府長岡京
市

6時間 令和2年12月6日 教諭
保育教諭・幼稚

園教諭
6,000円 40人

令和2年5月18日～
令和2年6月25日

(備考　5/18～5/27（推
薦者募集期間）6/3～

6/25（一般募集期間）と
します。)

令02-
35202-
507474号

075-951-0023 https://seizan.ac.jp

京都西山短期大
学

【選択】保育者のための発声と歌
唱表現

子どもの歌唱表現活動を援助するとともに、声を多く使う保
育者として必要な発声（複式呼吸法・共鳴）の知識や技術を
学ぶ。保育現場でよく歌われる唱歌・童謡の成り立ちや違い
を知り、幅広い知識と視野で子どもの歌唱表現活動に活か
す。子どもの歌唱表現活動の意義と、表現力豊かにうたう
方法を実践的に学ぶ。保育現場でよく歌われる幼児の歌を
取り上げ、曲の解説と、子どもの歌唱表現活動に活かせる
歌唱表現法を学ぶ。
全国認定こども園京都府支部及び京都市との連携により、
協会及び京都市からの推薦者を受付後、一般募集を行う。

島袋　章（教授）
京都府長岡京
市

6時間 令和2年10月25日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 40人

令和2年5月18日～
令和2年6月25日

(備考　5/18～5/27（推
薦者募集期間）6/3～

6/25（一般募集期間）と
します。)

令02-
35202-
507475号

075-951-0023 https://seizan.ac.jp

京都西山短期大
学

【選択】保育者のための発声と歌
唱表現

子どもの歌唱表現活動を援助するとともに、声を多く使う保
育者として必要な発声（複式呼吸法・共鳴）の知識や技術を
学ぶ。保育現場でよく歌われる唱歌・童謡の成り立ちや違い
を知り、幅広い知識と視野で子どもの歌唱表現活動に活か
す。子どもの歌唱表現活動の意義と、表現力豊かにうたう
方法を実践的に学ぶ。保育現場でよく歌われる幼児の歌を
取り上げ、曲の解説と、子どもの歌唱表現活動に活かせる
歌唱表現法を学ぶ。
全国認定こども園京都府支部及び京都市との連携により、
協会及び京都市からの推薦者を受付後、一般募集を行う。

島袋　章（教授）
京都府長岡京
市

6時間 令和2年12月6日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 40人

令和2年5月18日～
令和2年6月25日

(備考　5/18～5/27（推
薦者募集期間）6/3～

6/25（一般募集期間）と
します。)

令02-
35202-
507476号

075-951-0023 https://seizan.ac.jp

京都西山短期大
学

【選択】楽しく子育て支援事業を
展開するために

よりよい子育て支援事業の展開の一助となるよう①社会資
源をうまく活用する子育て支援について、②子育て支援はヒ
トとしての生態の理にいかにかなっているのか③地域子育
て拠点事業での０１２歳親子としてのユニークな親子ふれあ
い実技例などをオムニバス方式で展開する。

伊藤　華野（准教授）
西川　友里（講師）
小林　志保（大阪成蹊短期大学　講師）

京都府長岡京
市

6時間 令和2年10月18日 教諭 保育教諭 6,000円 70人

令和2年5月18日～
令和2年6月25日

(備考　5/18～6/27（推
薦者募集期間）　6/3～
6/25（一般募集期間）)

令02-
35202-
507477号

075-951-0023 https://seizan.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

京都西山短期大
学

【選択】生きる基本を学べる仏教

教育の目指すのは人間として生きる資質の向上にありま
す。人間形成において仏教の智慧と慈悲の精神は大切な
指針となります。智慧とは苦悩から脱するための正しい理解
であり、慈悲とは他者に対して自分と同体として思いやれる
優しさであります。本学の教育は人間として生きる基本を仏
教精神に学び生活に活かす方途を体得することにありま
す。このような立場から「生きる基本を学べる仏教」を一緒に
尋ねたいと考えます。
全国認定こども園京都府支部及び京都市との連携により、
協会及び京都市からの推薦者を受付後、一般募集を行う。

加藤　善朗（教授）
京都府長岡京
市

6時間 令和2年11月1日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 100人

令和2年5月18日～
令和2年6月25日

(備考　5/18～5/27（推
薦者募集期間）　6/3～
6/25（一般募集期間）)

令02-
35202-
507478号

075-951-0023 https://seizan.ac.jp

大阪千代田短期
大学

【選択】発達障がいのアセスメント

様々な発達障がいの関係性を理解し、その中で自閉症、
LD、ADHDなどの発達障がいを詳しく学びます。自閉症障が
い研究と臨床の歴史についての理解を深めます。そして、
園や学校において発達障がいのある子どもへの関わり方を
事例を挙げながら検討します。また、相談援助の原理・原則
を学び保護者への関わり方や支援の方法について考えま
す。

茂野　仁美（幼児教育科講師）
宮本　直美（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509270号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】発達障がいのアセスメント

様々な発達障がいの関係性を理解し、その中で自閉症、
LD、ADHDなどの発達障がいを詳しく学びます。自閉症障が
い研究と臨床の歴史についての理解を深めます。そして、
園や学校において発達障がいのある子どもへの関わり方を
事例を挙げながら検討します。また、相談援助の原理・原則
を学び保護者への関わり方や支援の方法について考えま
す。

茂野　仁美（幼児教育科講師）
宮本　直美（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月29日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509271号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】発達障がいのアセスメント

様々な発達障がいの関係性を理解し、その中で自閉症、
LD、ADHDなどの発達障がいを詳しく学びます。自閉症障が
い研究と臨床の歴史についての理解を深めます。そして、
園や学校において発達障がいのある子どもへの関わり方を
事例を挙げながら検討します。また、相談援助の原理・原則
を学び保護者への関わり方や支援の方法について考えま
す。

茂野　仁美（幼児教育科講師）
宮本　直美（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月15日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509272号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】発達障がいのアセスメント

様々な発達障がいの関係性を理解し、その中で自閉症、
LD、ADHDなどの発達障がいを詳しく学びます。自閉症障が
い研究と臨床の歴史についての理解を深めます。そして、
園や学校において発達障がいのある子どもへの関わり方を
事例を挙げながら検討します。また、相談援助の原理・原則
を学び保護者への関わり方や支援の方法について考えま
す。

茂野　仁美（幼児教育科講師）
宮本　直美（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509273号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】配慮が必要な子どもと保
護者への支援のあり方

配慮の必要な子どもたちと、その保護者への対応や支援の
あり方について学びます。子どもたちが学校場面で示す問
題行動について、どのように受けとめ、対応していくのかを
事例をもとに検討します。

葛目　巳恵子（幼児教育科非常勤講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月29日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509274号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】配慮が必要な子どもと保
護者への支援のあり方

配慮の必要な子どもたちと、その保護者への対応や支援の
あり方について学びます。子どもたちが学校場面で示す問
題行動について、どのように受けとめ、対応していくのかを
事例をもとに検討します。

葛目　巳恵子（幼児教育科非常勤講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月30日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509275号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】配慮が必要な子どもと保
護者への支援のあり方

配慮の必要な子どもたちと、その保護者への対応や支援の
あり方について学びます。子どもたちが学校場面で示す問
題行動について、どのように受けとめ、対応していくのかを
事例をもとに検討します。

葛目　巳恵子（幼児教育科非常勤講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月22日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509276号

0721-52-4141
(内線： 1115)

http://www.chiyoda.ac.j
p
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪千代田短期
大学

【選択】配慮が必要な子どもと保
護者への支援のあり方

配慮の必要な子どもたちと、その保護者への対応や支援の
あり方について学びます。子どもたちが学校場面で示す問
題行動について、どのように受けとめ、対応していくのかを
事例をもとに検討します。

葛目　巳恵子（幼児教育科非常勤講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509277号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】ネット社会と子育て支援

情報通信技術の普及に伴い、子どもや保護者のSNS利用
におけるトラブルや情報モラル、情報セキュリティに関わる
問題事例が多くみられます。ここでは最新の事例をもとに問
題への対応方法について考えます。また、子育て支援は、
地域社会で取組むべき喫緊の課題です。国の政策動向に
触れながら、子育て支援が必要になってきた背景やその意
義、子育て支援ネットワークについて身近な問題から国レベ
ルの課題まで幅広いテーマを扱います。最後にICTの活用
やその留意点について考えたいと思います。

本田　和隆（幼児教育科講師）
森　大樹（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509278号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】ネット社会と子育て支援

情報通信技術の普及に伴い、子どもや保護者のSNS利用
におけるトラブルや情報モラル、情報セキュリティに関わる
問題事例が多くみられます。ここでは最新の事例をもとに問
題への対応方法について考えます。また、子育て支援は、
地域社会で取組むべき喫緊の課題です。国の政策動向に
触れながら、子育て支援が必要になってきた背景やその意
義、子育て支援ネットワークについて身近な問題から国レベ
ルの課題まで幅広いテーマを扱います。最後にICTの活用
やその留意点について考えたいと思います。

本田　和隆（幼児教育科講師）
森　大樹（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月30日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509279号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】ネット社会と子育て支援

情報通信技術の普及に伴い、子どもや保護者のSNS利用
におけるトラブルや情報モラル、情報セキュリティに関わる
問題事例が多くみられます。ここでは最新の事例をもとに問
題への対応方法について考えます。また、子育て支援は、
地域社会で取組むべき喫緊の課題です。国の政策動向に
触れながら、子育て支援が必要になってきた背景やその意
義、子育て支援ネットワークについて身近な問題から国レベ
ルの課題まで幅広いテーマを扱います。最後にICTの活用
やその留意点について考えたいと思います。

本田　和隆（幼児教育科講師）
森　大樹（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月15日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509280号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】ネット社会と子育て支援

情報通信技術の普及に伴い、子どもや保護者のSNS利用
におけるトラブルや情報モラル、情報セキュリティに関わる
問題事例が多くみられます。ここでは最新の事例をもとに問
題への対応方法について考えます。また、子育て支援は、
地域社会で取組むべき喫緊の課題です。国の政策動向に
触れながら、子育て支援が必要になってきた背景やその意
義、子育て支援ネットワークについて身近な問題から国レベ
ルの課題まで幅広いテーマを扱います。最後にICTの活用
やその留意点について考えたいと思います。

本田　和隆（幼児教育科講師）
森　大樹（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月22日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509281号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】子どもの表現活動　ー「音
楽と絵本」の融合ー

音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞ
れの表現活動は単独では現れない。子どもの表現力を育む
には、他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし
育成していくことが必要である。ここでは、音楽と絵本を融合
させた新しい表現活動のあり方を実践的に学びます。

寄　ゆかり（幼児教育科教授）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509282号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】子どもの表現活動　ー「音
楽と絵本」の融合ー

音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞ
れの表現活動は単独では現れない。子どもの表現力を育む
には、他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし
育成していくことが必要である。ここでは、音楽と絵本を融合
させた新しい表現活動のあり方を実践的に学びます。

寄　ゆかり（幼児教育科教授）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月29日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509283号

0721-52-4141
(内線： 1115)

http://www.chiyoda.ac.j
p
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪千代田短期
大学

【選択】子どもの表現活動　ー「音
楽と絵本」の融合ー

音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞ
れの表現活動は単独では現れない。子どもの表現力を育む
には、他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし
育成していくことが必要である。ここでは、音楽と絵本を融合
させた新しい表現活動のあり方を実践的に学びます。

寄　ゆかり（幼児教育科教授）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月30日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509284号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】子どもの表現活動　ー「音
楽と絵本」の融合ー

音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞ
れの表現活動は単独では現れない。子どもの表現力を育む
には、他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし
育成していくことが必要である。ここでは、音楽と絵本を融合
させた新しい表現活動のあり方を実践的に学びます。

寄　ゆかり（幼児教育科教授）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月15日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509285号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】子どもの表現活動　ー「音
楽と絵本」の融合ー

音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞ
れの表現活動は単独では現れない。子どもの表現力を育む
には、他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし
育成していくことが必要である。ここでは、音楽と絵本を融合
させた新しい表現活動のあり方を実践的に学びます。

寄　ゆかり（幼児教育科教授）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月22日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509286号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】子どもの表現活動　ー「音
楽と絵本」の融合ー

音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞ
れの表現活動は単独では現れない。子どもの表現力を育む
には、他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし
育成していくことが必要である。ここでは、音楽と絵本を融合
させた新しい表現活動のあり方を実践的に学びます。

寄　ゆかり（幼児教育科教授）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509287号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】身体を使ったコミュニケー
ション・トレーニング

健やかな身体づくりの方法と人間関係の構築・維持・発展に
関わるコミュニケーション能力の伸ばし方について学びま
す。心身ともにたくましい子どもを育むために、幼少期に経
験させたい多様な動きを含んだ運動遊びを楽しく実践してい
きます。さらに、他者との相互作用場面におけるコミュニ
ケーションスキルを磨くためのトレーニングを行います。

吉井　英博（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509288号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】身体を使ったコミュニケー
ション・トレーニング

健やかな身体づくりの方法と人間関係の構築・維持・発展に
関わるコミュニケーション能力の伸ばし方について学びま
す。心身ともにたくましい子どもを育むために、幼少期に経
験させたい多様な動きを含んだ運動遊びを楽しく実践してい
きます。さらに、他者との相互作用場面におけるコミュニ
ケーションスキルを磨くためのトレーニングを行います。

吉井　英博（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月29日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509289号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】身体を使ったコミュニケー
ション・トレーニング

健やかな身体づくりの方法と人間関係の構築・維持・発展に
関わるコミュニケーション能力の伸ばし方について学びま
す。心身ともにたくましい子どもを育むために、幼少期に経
験させたい多様な動きを含んだ運動遊びを楽しく実践してい
きます。さらに、他者との相互作用場面におけるコミュニ
ケーションスキルを磨くためのトレーニングを行います。

吉井　英博（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月30日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509290号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】身体を使ったコミュニケー
ション・トレーニング

健やかな身体づくりの方法と人間関係の構築・維持・発展に
関わるコミュニケーション能力の伸ばし方について学びま
す。心身ともにたくましい子どもを育むために、幼少期に経
験させたい多様な動きを含んだ運動遊びを楽しく実践してい
きます。さらに、他者との相互作用場面におけるコミュニ
ケーションスキルを磨くためのトレーニングを行います。

吉井　英博（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月15日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509291号

0721-52-4141
(内線： 1115)

http://www.chiyoda.ac.j
p
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪千代田短期
大学

【選択】身体を使ったコミュニケー
ション・トレーニング

健やかな身体づくりの方法と人間関係の構築・維持・発展に
関わるコミュニケーション能力の伸ばし方について学びま
す。心身ともにたくましい子どもを育むために、幼少期に経
験させたい多様な動きを含んだ運動遊びを楽しく実践してい
きます。さらに、他者との相互作用場面におけるコミュニ
ケーションスキルを磨くためのトレーニングを行います。

吉井　英博（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月22日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509292号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】身体を使ったコミュニケー
ション・トレーニング

健やかな身体づくりの方法と人間関係の構築・維持・発展に
関わるコミュニケーション能力の伸ばし方について学びま
す。心身ともにたくましい子どもを育むために、幼少期に経
験させたい多様な動きを含んだ運動遊びを楽しく実践してい
きます。さらに、他者との相互作用場面におけるコミュニ
ケーションスキルを磨くためのトレーニングを行います。

吉井　英博（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509293号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】造形表現の理論と実践

幼稚園、小学校における造形表現活動は、子どもたちのイ
メージ力を喚起し、その面白さを体感することを目指すもの
です。ここでは、実践例をもとに、園や学校における図画工
作教育の意義・目標について理解を深めていきます。また、
表現活動の体験を通して、魅力的な造形表現の指導方法
について考えます。

吉垣　隆雄（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509294号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】造形表現の理論と実践

幼稚園、小学校における造形表現活動は、子どもたちのイ
メージ力を喚起し、その面白さを体感することを目指すもの
です。ここでは、実践例をもとに、園や学校における図画工
作教育の意義・目標について理解を深めていきます。また、
表現活動の体験を通して、魅力的な造形表現の指導方法
について考えます。

吉垣　隆雄（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月29日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509295号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】造形表現の理論と実践

幼稚園、小学校における造形表現活動は、子どもたちのイ
メージ力を喚起し、その面白さを体感することを目指すもの
です。ここでは、実践例をもとに、園や学校における図画工
作教育の意義・目標について理解を深めていきます。また、
表現活動の体験を通して、魅力的な造形表現の指導方法
について考えます。

吉垣　隆雄（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年7月30日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35218-
509296号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】造形表現の理論と実践

幼稚園、小学校における造形表現活動は、子どもたちのイ
メージ力を喚起し、その面白さを体感することを目指すもの
です。ここでは、実践例をもとに、園や学校における図画工
作教育の意義・目標について理解を深めていきます。また、
表現活動の体験を通して、魅力的な造形表現の指導方法
について考えます。

吉垣　隆雄（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月15日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509297号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】造形表現の理論と実践

幼稚園、小学校における造形表現活動は、子どもたちのイ
メージ力を喚起し、その面白さを体感することを目指すもの
です。ここでは、実践例をもとに、園や学校における図画工
作教育の意義・目標について理解を深めていきます。また、
表現活動の体験を通して、魅力的な造形表現の指導方法
について考えます。

吉垣　隆雄（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月22日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509298号

0721-52-4141
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】造形表現の理論と実践

幼稚園、小学校における造形表現活動は、子どもたちのイ
メージ力を喚起し、その面白さを体感することを目指すもの
です。ここでは、実践例をもとに、園や学校における図画工
作教育の意義・目標について理解を深めていきます。また、
表現活動の体験を通して、魅力的な造形表現の指導方法
について考えます。

吉垣　隆雄（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和2年11月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和2年9月1日～
令和2年9月8日

令02-
35218-
509299号

0721-52-4141
(内線： 1115)

http://www.chiyoda.ac.j
p
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山陽学園短期大
学

【選択】教育保育実践力向上-一
人ひとりの子どもの発達保障-

①伴奏に役立つ音楽理論を基に、童謡曲の簡単な伴奏を
作る技法を学ぶ。
②異なった文化背景を持つ子どもたちが、楽しい園生活を
送るために必要な保育者のかかわりについて考える。
③子育て支援の意義や地域における子育て支援、関係機
関との連携などについて、事例を基に考える。

荒島　礼子（准教授）
江藤　由香里（講師）
米倉　孝（教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和2年5月12日～
令和2年6月12日

令02-
35256-
508168号

086-901-0503
(内線： 3504)

http://www.sguc.ac.jp/

九州龍谷短期大
学

【選択】「色彩の効果や美しい配
色、造形能力の高め方について」
「幼児期における遊びの現状や
環境、運動能力の発達について」

①色彩の効果や美しい配色について学ぶとともに、作品製
作を通して保育で必要な造形能力の高め方について講習を
行う。
②幼少期における遊びの現状や取り巻く環境、子どもの運
動能力の発達状況を事例を基に検討するとともに、運動遊
びの実践も行う。

井手　典子（保育学科教授）
竹森　裕高（保育学科准教授）

佐賀県鳥栖市 6時間 令和2年8月17日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35300-
508954号

0942-85-1121
http://www.k-
ryukoku.ac.jp

九州龍谷短期大
学

【選択】「色彩の効果や美しい配
色、造形能力の高め方について」
「幼児期における遊びの現状や
環境、運動能力の発達について」

①色彩の効果や美しい配色について学ぶとともに、作品製
作を通して保育で必要な造形能力の高め方について講習を
行う。
②幼少期における遊びの現状や取り巻く環境、子どもの運
動能力の発達状況を事例を基に検討するとともに、運動遊
びの実践も行う。

井手　典子（保育学科教授）
竹森　裕高（保育学科准教授）

佐賀県鳥栖市 6時間 令和2年8月28日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35300-
508955号

0942-85-1121
http://www.k-
ryukoku.ac.jp

九州龍谷短期大
学

【選択】「色彩の効果や美しい配
色、造形能力の高め方について」
「幼児期における遊びの現状や
環境、運動能力の発達について」

①色彩の効果や美しい配色について学ぶとともに、作品製
作を通して保育で必要な造形能力の高め方について講習を
行う。
②幼少期における遊びの現状や取り巻く環境、子どもの運
動能力の発達状況を事例を基に検討するとともに、運動遊
びの実践も行う。

井手　典子（保育学科教授）
竹森　裕高（保育学科准教授）

佐賀県鳥栖市 6時間 令和2年9月5日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 35人
令和2年4月16日～
令和2年4月23日

令02-
35300-
508956号

0942-85-1121
http://www.k-
ryukoku.ac.jp

九州龍谷短期大
学

【選択】「保護者対応と基礎知識」
「保護者対応の実践」

本講習では、保護者対応に関して、近年の相談内容やその
背景について最新の調査をもとに考察する。また、保護者
対応に関する技法について、臨床心理学的視点をもとに講
義する。保護者対応にかかわる保護者の理解、専門家との
連携の在り方、面接技法、保護者対応の実際について講義
することで、保護者対応について総合的に考察していく。

田中　沙来人（保育学科講師）
余公　敏子（保育学科教授）

佐賀県鳥栖市 6時間 令和2年7月18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4月23日

令02-
35300-
508957号

0942-85-1121
http://www.k-
ryukoku.ac.jp

九州龍谷短期大
学

【選択】「保護者対応と基礎知識」
「保護者対応の実践」

本講習では、保護者対応に関して、近年の相談内容やその
背景について最新の調査をもとに考察する。また、保護者
対応に関する技法について、臨床心理学的視点をもとに講
義する。保護者対応にかかわる保護者の理解、専門家との
連携の在り方、面接技法、保護者対応の実際について講義
することで、保護者対応について総合的に考察していく。

田中　沙来人（保育学科講師）
余公　敏子（保育学科教授）

佐賀県鳥栖市 6時間 令和2年10月3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4月23日

令02-
35300-
508958号

0942-85-1121
http://www.k-
ryukoku.ac.jp

九州龍谷短期大
学

【選択】「気になる幼児の理解と
対応について」「気になる子ども
を抱える保護者に対する理解と
対応について」

講習の前半を、いわゆる気になる幼児への理解と対応につ
いての講義を行う。後半は、気になる子どもを抱える保護者
に対する理解と対応について講義を行う。幼児の理解と保
護者の理解を通じ、保育を行ううえで必要な多様な子どもた
ちへの理解と支援について検討する。

鬼塚　良太郎（保育学科教授） 佐賀県鳥栖市 6時間 令和2年6月20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4月23日

令02-
35300-
508959号

0942-85-1121
http://www.k-
ryukoku.ac.jp

九州龍谷短期大
学

【選択】「気になる幼児の理解と
対応について」「気になる子ども
を抱える保護者に対する理解と
対応について」

講習の前半を、いわゆる気になる幼児への理解と対応につ
いての講義を行う。後半は、気になる子どもを抱える保護者
に対する理解と対応について講義を行う。幼児の理解と保
護者の理解を通じ、保育を行ううえで必要な多様な子どもた
ちへの理解と支援について検討する。

鬼塚　良太郎（保育学科教授） 佐賀県鳥栖市 6時間 令和2年11月7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4月23日

令02-
35300-
508960号

0942-85-1121
http://www.k-
ryukoku.ac.jp

佐賀女子短期大
学

【選択】歌の表現活動/幼児の造
形表現

歌の表現活動・・・童謡や手遊びなど，子どもが楽しんで歌
えるために必要な歌唱表現と留意すべき点を学びます。
幼児の造形表現・・・幼児の造形表現について講義を行う。
実制作を通して造形活動の援助技術を習得する。

大江　登美子（こども未来学科　准教授）
山田　久三江（こども未来学科　准教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月25日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
35301-
509719号

0952-23-5145
http://www.asahigakue
n.ac.jp/sajotan/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佐賀女子短期大
学

【選択】幼児の自然保育・環境教
育/「ことば」の発達と幼小接続

幼児の自然保育・環境教育・・・自然保育・環境教育の動向
を学ぶとともに、自然体験プログラムを体験し、幼児期の自
然体験の重要性を理解する。
幼児期の「ことば」の発達と環境・・・幼小接続をふまえて、幼
児期の「ことば」の発達と環境について考える。

櫃本　真美代（こども未来学科　准教授）
水田　茂久（こども未来学科　教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月17日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
35301-
509720号

0952-23-5145
http://www.asahigakue
n.ac.jp/sajotan/

佐賀女子短期大
学

【選択】幼児の身体を使った表現
活動

豊かな感性をはぐくむ身体表現活動を考える・・・①子どもの
身体表現を引き出す手立て②歌や絵本から身体表現へ
子どもの「楽しむ力」を引き出す方法を考える・・・①アイスブ
レーキング法について②運動遊びについて

小川　鮎子（こども未来学科教授）
松本　勇治（こども未来学科准教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
35301-
509721号

0952-23-5145
http://www.asahigakue
n.ac.jp/sajotan/

佐賀女子短期大
学

【選択】歌の表現活動/幼児の造
形表現

歌の表現活動・・・童謡や手遊びなど，子どもが楽しんで歌
えるために必要な歌唱表現と留意すべき点を学びます。
幼児の造形表現・・・幼児の造形表現について講義を行う。
実制作を通して造形活動の援助技術を習得する。

大江　登美子（こども未来学科　准教授）
山田　久三江（こども未来学科　准教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月27日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
35301-
509722号

0952-23-5145
http://www.asahigakue
n.ac.jp/sajotan/

佐賀女子短期大
学

【選択】幼児の自然保育・環境教
育/「ことば」の発達と幼小接続

幼児の自然保育・環境教育・・・自然保育・環境教育の動向
を学ぶとともに、自然体験プログラムを体験し、幼児期の自
然体験の重要性を理解する。
幼児期の「ことば」の発達と環境・・・幼小接続をふまえて、幼
児期の「ことば」の発達と環境について考える。

櫃本　真美代（こども未来学科　准教授）
水田　茂久（こども未来学科　教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
35301-
509723号

0952-23-5145
http://www.asahigakue
n.ac.jp/sajotan/

佐賀女子短期大
学

【選択】幼児の身体を使った表現
活動

豊かな感性をはぐくむ身体表現活動を考える・・・①子どもの
身体表現を引き出す手立て②歌や絵本から身体表現へ
子どもの「楽しむ力」を引き出す方法を考える・・・①アイスブ
レーキング法について②運動遊びについて

小川　鮎子（こども未来学科教授）
松本　勇治（こども未来学科准教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和2年8月31日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
35301-
509724号

0952-23-5145
http://www.asahigakue
n.ac.jp/sajotan/

沖縄女子短期大
学

【選択】理科における知的好奇心

1．新学習指導要領の理科における知的好奇心について、
どのように身につけさせるかを学ぶ。2．児童の日常生活の
中での環境経験から科学的な見方や考え方を育むために
どのような経験をしているか子どもの実態把握について考
える。3．自然に親しむことと赤土流出等の沖縄の環境問題
と理科における道徳教育について考える。4．理科好きな子
どもたちを育てるために科学や理科の魅力について考察す
る。

稲福　純夫（児童教育学科教授）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月14日 教諭 小学校教諭 7,000円 24人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509339号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】すぐ使える英語授業の実
践

いよいよ全国の小学校でスタートする新教科「外国語」およ
び早期化される「外国語活動」。授業を担当される学級担任
の先生方の不安を解消するために、新学習指導要領に沿っ
た基本的な英語習得理論を紹介しながら、具体的に教材作
成や授業実践の方法を楽しく学びます。

又吉　斎（児童教育学科准教授）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月14日 教諭 小学校教諭 7,000円 25人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509340号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】特別支援教育の基礎と支
援（小）

特別支援教育にかかわる制度、対象となる障害種別の基本
知識、個別の教育支援計画の趣旨や合理的配慮など様々
な視点から障害理解の姿勢を身につけ、支援・指導に役立
てられるよう、特別支援教育の基礎知識と支援情報を提供
する。

嘉数　睦（児童教育学科非常勤講師）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月14日 教諭 小学校教諭 7,000円 40人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509341号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】育てたい力を伸ばす図画
工作をめざして

新学習指導要領図画工作では、「何を学ぶか」「何ができる
ようになるか」、すなわち育成をめざす資質・能力の観点か
ら、目標、内容の構造、示し方を改善し整理された。教師に
とっては、児童が自らのよさや可能性を主体的に発揮して
創造活動を行う姿を意識した授業と評価が求められる。この
講座では、新学習指導要領で示された目標及び内容の理
解と、造形教育の知識や演習を通して教育実践に役立てる
ことをめざす。

玉城　哲人（児童教育学科准教授）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月14日 教諭 小学校教諭 7,000円 32人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509342号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

沖縄女子短期大
学

【選択】教育活動中の災害対応・
安全管理（幼）

沖縄における気候・風土・社会的な災害リスクと、被災後の
幼稚園等の状況ならびに対応のあり方を理解する。平時か
ら組織としてどのような体制を築くべきか、また子どもたちが
自分を守るすべを教育活動を通じてどう身につけるかを考
える。地域全体で子どもを守ることの重要性と、必要な地域
連携のあり方を考察する。自然災害をメインに、人災や緊急
事態にも触れつつ、グループワークなどを入れて気づきと定
着を図る。

稲垣　暁（沖縄国際大学　非常勤講師）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8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

7,000円 100人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509343号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】保育・教育現場で役立つ
ICT活用

本講座は、保育・教育現場でのコンピュータ活用について考
える。
1.写真の記録保存、保管方法や活用、情報セキュリティ等を
含めた情報モラルについて考える。
2.幼稚園教育要領や幼保連携型認定こども園教育・保育要
領、保育所保育指針を用いて、園内研修や保護者参観等で
活用できる動画編集について演習を行う。

新垣　さき（児童教育学科講師）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8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

7,000円 25人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509344号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】子ども・子育ての支援

本講座のテーマは、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こど
も園教育・保育要領にうたわれている「子育ての支援」を中
心とする。子どもたちの安心、安全で自由な生活を守るため
に、幼稚園・こども園の役割とは何か、そのために、園は地
域とどのように繋がるかという観点から子ども・子育ての支
援について考える。実践事例を通して、園全体の教師間の
協力体制を基盤にした、他の園や小学校・保育所・児童相
談所等、地域のボランティア団体や近隣住民との連携につ
いて理解することを目的とする。

砂川　麻世（児童教育学科教授）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8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

7,000円 45人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509345号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】沖縄の子どものための伝
承文化（わらべ歌・民話）

1.沖縄の子どものための伝承文化について（種類）
2.わらべ歌・遊び歌　実技演習
3.沖縄の民話（歴史・特質）
4.沖縄の民話を語る・実技演習（話を選ぶ・再話・語る）
上記1～4の内容を沖縄の方言を使用しつつ講義する。

大田　利津子（児童教育学科非常勤講師）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8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

7,000円 40人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509346号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】国語科における「主体的・
対話的で深い学び」の指導法

国語科の中核である「ことばの力」を育成する指導法を学ぶ
とともに、学習指導要領のキーワードである「主体的・対話
的で深い学び」に向けた授業改善について、文学的教材や
説明的教材を中心に、学校現場の教師が授業に生かせる
ような指導法を理論だけでなく演習も取り入れて実践的に学
ぶ。

桃原　亮昌（児童教育学科教授）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月15日 教諭 小学校教諭 7,000円 43人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509347号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】体力・運動能力と学力の
同時向上を目指した アクティブ・
レッスン・プログラム

1. 身体活動の促進や体力の向上が学力の向上に寄与する
理論的背景について
2. 学校を基盤とした身体活動促進プログラムに関する国内
外の動向について
3. アクティブ・レッスン・プログラムの考案（グループ活動）
4. アクティブ・レッスン・プログラムの演習

喜屋武　享（児童教育学科助教）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月15日 教諭 小学校教諭 7,000円 45人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509348号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】教育者・保育者における
感性の刺激と音楽的実践

保・幼・小連携がさけばれる中、沖縄県の持つ課題を考え、
教育者・保育者として必要な豊かな感性を自ら育むことが求
められている。
本講座では、童謡や唱歌を用いながら、表現する事の楽し
さや喜びを体感し、実践を通して指導法・活用法を考察す
る。

津下　美奈子（児童教育学科教授）
阿波連　佳恵子（児童教育学科非常勤講師）

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月15日 教諭

小学校教諭、幼
稚園教諭、幼保
連携型認定こど
も園保育教諭

7,000円 45人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509349号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

沖縄女子短期大
学

【選択】幼小の円滑な接続

○講話：「幼児期の教育と小学校教育との接続～発達や学
びをつなげるには～」　幼児期の終わりまでに育ってほしい
姿の共有
○グループワーク：『幼児教育から小学校教育へ～１ねんせ
いになるってことは～』　DVD視聴後ＫＪ法で協議
○グループワーク：「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
の具体像を共有

大城　美恵子（南部広域行政組合島尻教育研
究所　幼児教育担当指導主事）

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月15日 教諭

小学校教諭、幼
稚園教諭、幼保
連携型認定こど
も園保育教諭

7,000円 45人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509350号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】沖縄の生活と文化

琉球王府時代から受け継がれた沖縄の基層文化を深く理
解することは、自己を見つめ直す貴重な機会となる。沖縄の
生活文化についての深い学びは、将来を担う子ども達に
とってグローカルな視点を持ち、社会に認められているとい
う自信を得るためのアイデンティティーの確立に繋がる。
本講座は、「東御廻り」の巡検を通して、沖縄文化の背景を
探り、知見を広げ、今後の指導等に生かすことを目的とす
る。

波平　エリ子（総合ビジネス学科准教授）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月15日 教諭

小学校教諭、幼
稚園教諭、幼保
連携型認定こど
も園保育教諭

7,300円 25人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509351号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】改めて、教育・保育の計
画について考えてみよう！

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども
園教育・保育要領において、幼児期の教育と小学校教育と
の円滑な接続が明記された。
今、改めて幼児期にふさわしい遊びや生活、そのための教
育・保育の計画についてグループワーク等で共に考える。

名渡山　よし乃（児童教育学科非常勤講師）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月15日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

7,000円 80人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509352号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】子育て支援の社会学

本講座では幼稚園教育要領にうたわれている「子育ての支
援」について社会的背景を理解することを目的とする。日々
変化する現代の社会的状況のなかで、子どもや保護者、周
囲を取り巻く社会の人々がどのように子育ち・子育て（親育
ち）を捉えているのかについて社会学の視点を踏まえて学
ぶ。

上原　健二（児童教育学科准教授）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月15日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

7,000円 45人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509353号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】算数授業づくりの知恵と
技

「主体的・対話的で深い学び」を支えるためには、教師の知
恵と技は必要不可欠である。本講義では新学習指導要領
の下、系統的な図の指導、話し合いを深めるための発問・
板書、全学年を通した算数セットの使い方など、様々な知恵
と技を、講義と演習を通して考えていく。テキストは担当講師
のこれまでの実践と理論に基づいてまとめた小冊子「算数
指導のいろは」（無料）を使用する。

冨永　佳代子（那覇市立仲井真小学校　授業改
善リーダー）

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月16日 教諭 小学校教諭 7,000円 40人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509354号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】教育活動中の災害対応・
安全管理（小）

沖縄における気候・風土・社会的な災害リスクと、被災後の
小学校の状況ならびに対応のあり方を理解する。平時から
組織としてどのような体制を築くべきか、また子どもたちが自
分を守るすべを教育活動を通じてどう身につけるかを考え
る。地域全体で子どもを守ることの重要性と、必要な地域連
携のあり方を考察する。自然災害をメインに、人災や緊急事
態にも触れつつ、グループワークなどを入れて気づきと定着
を図る。

稲垣　暁（沖縄国際大学　非常勤講師）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月16日 教諭 小学校教諭 7,000円 40人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509355号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】ＩＣＴ教育

本講座は、コンピューターを活用し、授業実践に役立てるも
のである。
1．PowerPointを活用したフラッシュ型教材の作成方法を実
践的に身につける。
2．Excelのピボットテーブル機能やテーブル機能を用いて、
効率的なアンケート集計方法を実習する。
3．教育現場でのICT機器の活用方法について考える。

渡久地　啓（総合ビジネス学科教授）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月16日 教諭 小学校教諭 7,000円 25人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509356号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

沖縄女子短期大
学

【選択】ふる里・沖縄の歴史とそ
の文化

学習指導要領社会、総合的な学習の時間の内容として郷土
の世界遺産群を中心に、沖縄の歴史・文化に触れ、沖縄の
来歴を深く理解する。また、その意味は限りなく深く、郷土沖
縄を愛することにつながり、ひいては国際理解教育に結び
つくことを理解させる。郷土を深く知ることは、初めて世界の
国々をより深く理解することができるからである。

西村　貞雄（琉球大学　教育学部名誉教授）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月16日 教諭

小学校教諭、幼
稚園教諭、幼保
連携型認定こど
も園保育教諭

7,900円 25人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509357号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】特別支援教育の基礎と支
援（幼）

発達を基盤にした遊びと生活の環境構成、自己肯定感を育
む支援の方法を具体的に考えていく。障害理解から保護者
支援、発達支援とクラス運営を具体的に考える。

羽地　知香（児童教育学科 助教）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月16日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

7,000円 75人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509358号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】「自己理解を園児の成長
に」理論と実践

本講習では、参加される教諭自身の内的向上を目的として
段階的エンカウンターグループと解決思考アプローチを用い
て「他者を理解することで自身をより深く理解する」という趣
旨を基本に自己開示、傾聴、共有、意見交換を活発的に実
践する。

石垣　愛一郎（児童教育学科講師）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月16日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

7,000円 45人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509359号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】魅力的な造形表現の教材
づくりに向けて

幼児の造形表現に伴う教材は、保育者と子どもを結びつ
け、幼児の「感性」を発見し育て、人間的な成長を促すこと
ができる。この講座では、幼稚園教育要領等を踏まえ、幼児
造形の知識と演習を通して「子どもにとっての魅力的な造形
とは」「一人一人の良さを引き出す表現とは」を考察し、保育
実践に生かすことを目的とする。

玉城　哲人（児童教育学科准教授）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月16日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

7,000円 36人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509360号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大
学

【選択】児童文化論

幼児・児童期の精神世界と深いかかわりを持つ児童文化
は、一般的に大人がつくり出した子どものための、子どもに
とっての文化的連鎖および子ども自身がつくり出した文化の
総称として使われる。本講座では①児童文化財（児童文学・
絵本・紙芝居・人形劇等）②児童文化活動③児童文化施設
等について沖縄県や他県の状況にもふれながら特に保育・
教育現場で児童文化財が効果的に活用できるよう具体的な
教材・教具を取り上げながら学習していく。

田名　洋子（児童教育学科非常勤講師）
沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 令和2年8月16日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

7,000円 45人
令和2年4月17日～
令和2年4月21日

令02-
35317-
509361号

098-882-9005 http://www.owjc.ac.jp/

竹早教員保育士
養成所

【選択】教員の資質の向上と指導
法の研究

幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う
重要な営みである。このため、教員は幼児との信頼関係を
築き幼児によりよい教育活動を創造し提供することが求めら
れている。教員の資質向上が強く求められていることを踏ま
えて教育の充実に取り組む。１．食を取り巻く環境を考える
２．心と体の健康づくり　３．子どもの生活と音楽表現　４．幼
稚園における遊びと教材の研究　５．人間関係づくり

加藤　和子（兼任教員）
佐藤　廣子（兼任教員）
赤津　裕子（専任教員）
清水　道代（兼任教員）
中村　香津美（専任教員）

東京都文京区 18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月6日

教諭 幼稚園教諭向け 20,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年7月3日

令02-
40014-
508969号

03-3811-7251
https://www.takehaya.a
c.jp

竹早教員保育士
養成所

【選択】教員の資質の向上と指導
法の研究

幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う
重要な営みである。このため、教員は幼児との信頼関係を
築き幼児によりよい教育活動を創造し提供することが求めら
れている。教員の資質向上が強く求められていることを踏ま
えて教育の充実に取り組む。１．食を取り巻く環境を考える
２．心と体の健康づくり　３．子どもの生活と音楽表現　４．幼
稚園における遊びと教材の研究　５．人間関係づくり

加藤　和子（兼任教員）
佐藤　廣子（兼任教員）
赤津　裕子（専任教員）
清水　道代（兼任教員）
中村　香津美（専任教員）

東京都文京区 18時間

令和2年10月24日、
令和2年10月31日、
令和2年11月7日、
令和2年11月14日

教諭 幼稚園教諭向け 20,000円 50人
令和2年4月16日～

令和2年7月3日

令02-
40014-
508970号

03-3811-7251
https://www.takehaya.a
c.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

草苑保育専門学
校

【選択】園芸

環境問題が大きく取り上げられる中で、土にふれ、命の神秘
に自ら向き合った経験がなければ自然を守る方法を考えて
いく事はできない。自然環境の理解を深める上でも身近な
植物の果たす役割は大きく、また食べ物としての植物を生き
物としてとらえる事で、育てる喜びを知る事は食に対する興
味を深める為にも大事な事である。食物を栽培する上での
基本を学び、園芸を通して自然を慈しむ心を育てていく為
に、児童幼児向けの園芸を教える為の基礎的要素を身につ
ける事を目標とする。

高浜　真理子（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和2年5月20日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
40015-
509741号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】園芸

環境問題が大きく取り上げられる中で、土にふれ、命の神秘
に自ら向き合った経験がなければ自然を守る方法を考えて
いく事はできない。自然環境の理解を深める上でも身近な
植物の果たす役割は大きく、また食べ物としての植物を生き
物としてとらえる事で、育てる喜びを知る事は食に対する興
味を深める為にも大事な事である。食物を栽培する上での
基本を学び、園芸を通して自然を慈しむ心を育てていく為
に、児童幼児向けの園芸を教える為の基礎的要素を身につ
ける事を目標とする。

高浜　真理子（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和2年8月21日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和2年7月1日～
令和2年7月17日

令02-
40015-
509742号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】園芸

環境問題が大きく取り上げられる中で、土にふれ、命の神秘
に自ら向き合った経験がなければ自然を守る方法を考えて
いく事はできない。自然環境の理解を深める上でも身近な
植物の果たす役割は大きく、また食べ物としての植物を生き
物としてとらえる事で、育てる喜びを知る事は食に対する興
味を深める為にも大事な事である。食物を栽培する上での
基本を学び、園芸を通して自然を慈しむ心を育てていく為
に、児童幼児向けの園芸を教える為の基礎的要素を身につ
ける事を目標とする。

高浜　真理子（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和2年12月24日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和2年11月4日～
令和2年11月20日

令02-
40015-
509743号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】特別支援教育・保育

近年、増加傾向にあると思われる発達障がいを中心とす
る、いわゆる発達的課題を持つ子どもたちへの教育および
保育のあるべき方向性を探るべく、学習の機会を共有した
いと考える。発達的特徴とそれぞれに合わせた指導・対処
スキルを主たる内容とするものである。例えば、ASDや
ADHDの特性を抱える子どもたちに対して、その障がいゆえ
の認知的な特徴を踏まえた効果的な指導の方法、ならびに
生活から学習の範囲における対応の工夫まで応用的な事
例を取り入れながら提供したいと考える。

橋場　隆（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和2年5月22日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
40015-
509744号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】特別支援教育・保育

近年、増加傾向にあると思われる発達障がいを中心とす
る、いわゆる発達的課題を持つ子どもたちへの教育および
保育のあるべき方向性を探るべく、学習の機会を共有した
いと考える。発達的特徴とそれぞれに合わせた指導・対処
スキルを主たる内容とするものである。例えば、ASDや
ADHDの特性を抱える子どもたちに対して、その障がいゆえ
の認知的な特徴を踏まえた効果的な指導の方法、ならびに
生活から学習の範囲における対応の工夫まで応用的な事
例を取り入れながら提供したいと考える。

橋場　隆（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和2年8月22日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和2年7月1日～
令和2年7月17日

令02-
40015-
509745号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

草苑保育専門学
校

【選択】特別支援教育・保育

近年、増加傾向にあると思われる発達障がいを中心とす
る、いわゆる発達的課題を持つ子どもたちへの教育および
保育のあるべき方向性を探るべく、学習の機会を共有した
いと考える。発達的特徴とそれぞれに合わせた指導・対処
スキルを主たる内容とするものである。例えば、ASDや
ADHDの特性を抱える子どもたちに対して、その障がいゆえ
の認知的な特徴を踏まえた効果的な指導の方法、ならびに
生活から学習の範囲における対応の工夫まで応用的な事
例を取り入れながら提供したいと考える。

橋場　隆（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和2年12月25日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和2年11月4日～
令和2年11月20日

令02-
40015-
509746号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】特別支援教育・保育にお
ける保護者対応と支援

近年、増加傾向にあると思われる発達障がいを中心とす
る、いわゆる発達的課題を持つ子どもたちへの教育および
保育を推進するにあたって、その保護者との対応は、ともす
ると微妙な難しさを余儀なくされることがある。日々の支援
教育・保育において、保護者と担当者（教師・保育士、他）の
足並みや信頼関係を構築していくために必要な視点や配慮
点を取り上げ、今後の支援に役立つ内容として提供するも
のである。

橋場　隆（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和2年5月24日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和2年4月16日～
令和2年5月8日

令02-
40015-
509747号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】特別支援教育・保育にお
ける保護者対応と支援

近年、増加傾向にあると思われる発達障がいを中心とす
る、いわゆる発達的課題を持つ子どもたちへの教育および
保育を推進するにあたって、その保護者との対応は、ともす
ると微妙な難しさを余儀なくされることがある。日々の支援
教育・保育において、保護者と担当者（教師・保育士、他）の
足並みや信頼関係を構築していくために必要な視点や配慮
点を取り上げ、今後の支援に役立つ内容として提供するも
のである。

橋場　隆（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和2年8月23日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和2年7月1日～
令和2年7月17日

令02-
40015-
509748号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】特別支援教育・保育にお
ける保護者対応と支援

近年、増加傾向にあると思われる発達障がいを中心とす
る、いわゆる発達的課題を持つ子どもたちへの教育および
保育を推進するにあたって、その保護者との対応は、ともす
ると微妙な難しさを余儀なくされることがある。日々の支援
教育・保育において、保護者と担当者（教師・保育士、他）の
足並みや信頼関係を構築していくために必要な視点や配慮
点を取り上げ、今後の支援に役立つ内容として提供するも
のである。

橋場　隆（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和2年12月26日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和2年11月4日～
令和2年11月20日

令02-
40015-
509749号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

名古屋文化学園
保育専門学校

【選択】保育者の資質に関する考
察

　本講習では保育者にとって必要な資質を考える手掛かり
を提供する。また、国際化する社会の中で求められる外国
籍の子どもの保育や、各園における子どもを取りまく状況に
着目し、自身にとって必要な資質について考察する。

松葉　百香（教職課程専任教員）
榊原　菜々枝（教職課程専任教員）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年10月24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

6,000円 40人
令和2年5月13日～

令和2年7月3日

令02-
40024-
509327号

052-962-9113
https://www.nbunka.ac.
jp/nb1/

名古屋文化学園
保育専門学校

【選択】保育者の資質に関する考
察

　本講習では保育者にとって必要な資質を考える手掛かり
を提供する。また、国際化する社会の中で求められる外国
籍の子どもの保育や、各園における子どもを取りまく状況に
着目し、自身にとって必要な資質について考察する。

松葉　百香（教職課程専任教員）
榊原　菜々枝（教職課程専任教員）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年12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

6,000円 40人
令和2年5月13日～

令和2年7月3日

令02-
40024-
509328号

052-962-9113
https://www.nbunka.ac.
jp/nb1/

名古屋文化学園
保育専門学校

【選択】脳科学と障がい児保育

　障がいをもつ子どもたちへの保育をより良いものとするた
めに、本講習では、（１）脳の機能形態を知り、疾病や発達
障害と脳との関連性を理解する、（２）保育現場での個に応
じた保育の実践を理解することをねらいとする。

鈴木　将也（教職課程専任教員）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年10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

6,000円 140人
令和2年5月13日～

令和2年7月3日

令02-
40024-
509329号

052-962-9113
https://www.nbunka.ac.
jp/nb1/

名古屋文化学園
保育専門学校

【選択】脳科学と障がい児保育

　障がいをもつ子どもたちへの保育をより良いものとするた
めに、本講習では、（１）脳の機能形態を知り、疾病や発達
障害と脳との関連性を理解する、（２）保育現場での個に応
じた保育の実践を理解することをねらいとする。

鈴木　将也（教職課程専任教員）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年11月28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

6,000円 140人
令和2年5月13日～

令和2年7月3日

令02-
40024-
509330号

052-962-9113
https://www.nbunka.ac.
jp/nb1/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

名古屋文化学園
保育専門学校

【選択】子どもの育ちと遊び

　本講習では、子どもの育ちと遊びの関連とその重要性を
考察することを目的とする。（１）幼児期の人間関係の形成
や集団あそびが重要な課題であることを理解し、その内容
や指導について、実践を通じて学ぶ。また、（２）幼稚園教育
要領に示されている「幼児期の終わりまでに育ってほしい
姿」をおさえつつ、子どもにとっての遊びの意義や、子どもの
育ちについての理解を深め、保育者として子どもたちの遊び
を援助し、実践すべきことについて検討する。

森本　浩司（教養科目担当講師）
木田　千晶（教職課程兼任教員）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年11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 120人
令和2年5月13日～

令和2年7月3日

令02-
40024-
509331号

052-962-9113
https://www.nbunka.ac.
jp/nb1/

名古屋文化学園
保育専門学校

【選択】子どもの育ちと遊び

　本講習では、子どもの育ちと遊びの関連とその重要性を
考察することを目的とする。（１）幼児期の人間関係の形成
や集団あそびが重要な課題であることを理解し、その内容
や指導について、実践を通じて学ぶ。また、（２）幼稚園教育
要領に示されている「幼児期の終わりまでに育ってほしい
姿」をおさえつつ、子どもにとっての遊びの意義や、子どもの
育ちについての理解を深め、保育者として子どもたちの遊び
を援助し、実践すべきことについて検討する。

森本　浩司（教養科目担当講師）
木田　千晶（教職課程兼任教員）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年12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

6,000円 120人
令和2年5月13日～

令和2年7月3日

令02-
40024-
509332号

052-962-9113
https://www.nbunka.ac.
jp/nb1/

名古屋文化学園
保育専門学校

【選択】幼児教育における表現活
動

　本講習では、幼児教育における（１）音楽活動、（２）紙芝居
について理解を深める。（１）では、表現あそびの一つとし
て、ドラマと音楽を融合させた「ドラムジカ」を実践する。ドラ
ムジカは保育現場に即した日常から生まれるドラマと、子ど
もたちが好きな歌が織りなす音楽劇である。計画・制作・発
表を通して、総合的な表現を学び合う。（２）では、現場で使
用されている紙芝居について分析し、実際に自分で紙芝居
を制作する。それによって自己の保育について内省し、実践
を通した他者との相互評価により修正を行ったうえで現場で
活用できるオリジナル紙芝居の完成を目指す。

桐生　敬子（教職課程専任教員）
中島　法晃（岐阜女子大学　講師）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年11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

向け

6,000円 40人
令和2年5月13日～

令和2年7月3日

令02-
40024-
509333号

052-962-9113
https://www.nbunka.ac.
jp/nb1/

名古屋文化学園
保育専門学校

【選択】幼児教育における表現活
動

　本講習では、幼児教育における（１）音楽活動、（２）紙芝居
について理解を深める。（１）では、表現あそびの一つとし
て、ドラマと音楽を融合させた「ドラムジカ」を実践する。ドラ
ムジカは保育現場に即した日常から生まれるドラマと、子ど
もたちが好きな歌が織りなす音楽劇である。計画・制作・発
表を通して、総合的な表現を学び合う。（２）では、現場で使
用されている紙芝居について分析し、実際に自分で紙芝居
を制作する。それによって自己の保育について内省し、実践
を通した他者との相互評価により修正を行ったうえで現場で
活用できるオリジナル紙芝居の完成を目指す。

桐生　敬子（教職課程専任教員）
中島　法晃（岐阜女子大学　講師）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年11月21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

6,000円 40人
令和2年5月13日～

令和2年7月3日

令02-
40024-
509334号

052-962-9113
https://www.nbunka.ac.
jp/nb1/

名古屋文化学園
保育専門学校

【選択】幼児教育のスキルアップ
を目指して

　本講習では、（1）子育て支援、（2）遊びの教育的意義につ
いて理解を深め、幼児教育の担い手としてのスキルアップを
目指す。
　（1）では、保護者を理解するための基礎知識を概説し、保
護者支援と対応の実際について事例を踏まえながら支援に
必要な知識の習得を目指す。（2）では、現代だからこそ伝え
たい幼児期のふれあい遊びの大切さ、五感を使った遊びの
魅力、身近な物で遊びを生み出す楽しさ、伝承遊びを、保育
者として必要な遊びに関する知識を学ぶとともにさまざまな
遊びを体験する。

榊原　とよ（教職課程兼任教員）
北川　順子（教職課程兼任教員）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年10月24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

6,000円 130人
令和2年5月13日～

令和2年7月3日

令02-
40024-
509335号

052-962-9113
https://www.nbunka.ac.
jp/nb1/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

名古屋文化学園
保育専門学校

【選択】幼児教育のスキルアップ
を目指して

　本講習では、（1）子育て支援、（2）遊びの教育的意義につ
いて理解を深め、幼児教育の担い手としてのスキルアップを
目指す。
　（1）では、保護者を理解するための基礎知識を概説し、保
護者支援と対応の実際について事例を踏まえながら支援に
必要な知識の習得を目指す。（2）では、現代だからこそ伝え
たい幼児期のふれあい遊びの大切さ、五感を使った遊びの
魅力、身近な物で遊びを生み出す楽しさ、伝承遊びを、保育
者として必要な遊びに関する知識を学ぶとともにさまざまな
遊びを体験する。

榊原　とよ（教職課程兼任教員）
北川　順子（教職課程兼任教員）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年11月21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

6,000円 130人
令和2年5月13日～

令和2年7月3日

令02-
40024-
509336号

052-962-9113
https://www.nbunka.ac.
jp/nb1/

岩手県教育委員
会

【選択】小学校教諭「教科外」１

小学校に関わる児童理解力や授業実践力等における構成
要素、家庭・地域連携や情報活用能力、そして経験や年齢
に応じて必要とされる力について、指導や実践の具体に触
れながら、学校・児童の実態に即した指導力向上を図る。

小野寺　哲男（学校教育課　首席指導主事兼義
務教育課長），菊池　一章（学校教育課　首席
指導主事兼学力向上担当課長），橋場　中士
（学校調整課　首席指導主事兼生徒指導課
長），軍司　悟（学校調整課　首席指導主事兼
産業・復興教育担当課長），三田　正巳（岩手県
立総合教育センター　主任研修指導主事），小
野寺　基（岩手県立総合教育センター　研修指
導主事），新沼　智之（岩手県立総合教育セン
ター　研修指導主事），佐藤　公一（生涯学習文
化財課　総括課長），瀬谷　圭太（県南教育事
務所　指導主事），中野　誉史（岩手県立総合
教育センター　研修指導主事），平　浩一（岩手
県立総合教育センター　研修指導主事），藤原
正男（花巻市立新堀小学校　校長），佐藤　隆
司（葛巻町立葛巻小学校　校長），太田　厚子
（滝沢市立鵜飼小学校　校長），柳村　栄（元盛
岡市立山岸小学校校長）

岩手県花巻市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岩手県内に勤務
する小学校教諭

0円 200人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507085号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】小学校教諭「教科外」２

小学校に関わる児童理解力や授業実践力等における構成
要素、家庭・地域連携や情報活用能力、そして経験や年齢
に応じて必要とされる力について、指導や実践の具体に触
れながら、学校・児童の実態に即した指導力向上を図る。

小野寺　哲男（学校教育課　首席指導主事兼義
務教育課長），菊池　一章（学校教育課　首席
指導主事兼学力向上担当課長），橋場　中士
（学校調整課　首席指導主事兼生徒指導課
長），軍司　悟（学校調整課　首席指導主事兼
産業・復興教育担当課長），三田　正巳（岩手県
立総合教育センター　主任研修指導主事），小
野寺　基（岩手県立総合教育センター　研修指
導主事），新沼　智之（岩手県立総合教育セン
ター　研修指導主事），佐藤　公一（生涯学習文
化財課　総括課長），瀬谷　圭太（県南教育事
務所　指導主事），中野　誉史（岩手県立総合
教育センター　研修指導主事），平　浩一（岩手
県立総合教育センター　研修指導主事），藤原
正男（花巻市立新堀小学校　校長），佐藤　隆
司（葛巻町立葛巻小学校　校長），太田　厚子
（滝沢市立鵜飼小学校　校長），柳村　栄（元盛
岡市立山岸小学校校長）

岩手県花巻市 6時間 令和3年1月8日 教諭
岩手県内に勤務
する小学校教諭

0円 200人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507086号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手県教育委員
会

【選択】小学校教諭「教科等」１

小学校の実情を踏まえ、実技教科を中心に学習指導要領
改訂の趣旨に沿った指導の基本的な在り方について、各教
科の特性を把握し、演習や実験、実技を通して理解を深め、
授業改善の具体策を考察し、授業力の向上を図る。

菅原　修一（中部教育事務所　主任指導主事），柳
原　政輝（学校教育課　指導主事），髙橋　国博
（岩手県立総合教育センター　主任研修指導主
事），黄川田　泰幸（岩手県立総合教育センター
研修指導主事），川又　謙也（岩手県立総合教育セ
ンター　研修指導主事），藤枝　昌利（岩手県立総
合教育センター　研修指導主事），菊池　新司（岩
手県立総合教育センター　研修指導主事），角野
裕子（岩手県立総合教育センター　研修指導主
事），大野　誠（学校調整課　主任指導主事），福
田　勝雄（岩手県立総合教育センター　研修指導主
事），千田　満代（岩手県立総合教育センター　主
任研修指導主事），佐々木　昭子（岩手県立総合教
育センター　研修指導主事），亀谷　琢（中部教育
事務所　主任指導主事），髙橋　聡子（盛岡教育事
務所　主任指導主事），細田　多聞（保健体育課
主任指導主事），宇部　智康（県北教育事務所　主
任指導主事），正木　啓一（岩手県立総合教育セン
ター　主任研修指導主事），柳原　和歌子（県南教
育事務所　指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
岩手県内に勤務
する小学校教諭

0円 200人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507087号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】小学校教諭「教科等」２

小学校の実情を踏まえ、実技教科を中心に学習指導要領
改訂の趣旨に沿った指導の基本的な在り方について、各教
科の特性を把握し、演習や実験、実技を通して理解を深め、
授業改善の具体策を考察し、授業力の向上を図る。

菅原　修一（中部教育事務所　主任指導主事），柳
原　政輝（学校教育課　指導主事），髙橋　国博
（岩手県立総合教育センター　主任研修指導主
事），黄川田　泰幸（岩手県立総合教育センター
研修指導主事），川又　謙也（岩手県立総合教育セ
ンター　研修指導主事），藤枝　昌利（岩手県立総
合教育センター　研修指導主事），菊池　新司（岩
手県立総合教育センター　研修指導主事），角野
裕子（岩手県立総合教育センター　研修指導主
事），大野　誠（学校調整課　主任指導主事），福
田　勝雄（岩手県立総合教育センター　研修指導主
事），千田　満代（岩手県立総合教育センター　主
任研修指導主事），佐々木　昭子（岩手県立総合教
育センター　研修指導主事），亀谷　琢（中部教育
事務所　主任指導主事），髙橋　聡子（盛岡教育事
務所　主任指導主事），細田　多聞（保健体育課
主任指導主事），宇部　智康（県北教育事務所　主
任指導主事），正木　啓一（岩手県立総合教育セン
ター　主任研修指導主事），柳原　和歌子（県南教
育事務所　指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和3年1月12日～
令和3年1月13日

教諭
岩手県内に勤務
する小学校教諭

0円 200人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507088号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科外」

問題行動の対応、復興教育の取組、情報活用能力（情報モ
ラルを含む）、道徳教育、地域と学校の連携・協働に関する
内容から二つを選択し、指導改善の具体策を考察する。さら
に、年代に応じて身に付けたいマネジメント力に関わる基本
的事項を理解する。

小野寺　哲男（学校教育課　首席指導主事兼義
務教育課長）
菊池　一章（学校教育課　首席指導主事兼学力
向上担当課長）
橋場　中士（学校調整課　首席指導主事兼生徒
指導課長）
軍司　悟（学校調整課　首席指導主事兼産業・
復興教育課長）
三田　正巳（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）
小野寺　基（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
新沼　智之（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
毛内　嘉威（秋田公立美術大学　副学長・教授）
佐藤　公一（生涯学習文化財課　総括課長）
丸橋　友之（花巻市立宮野目中学校　校長）
藤岡　宏章（盛岡市立黒石野中学校　校長）
佐藤　進（岩手大学　教職大学院　特命教授）

岩手県花巻市 6時間 令和2年8月11日 教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

0円 250人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507089号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」国
語

中学校国語科学習指導の基礎的事項を確認し、学習指導
要領の趣旨に沿った指導改善のポイントを考察する。読む
ことの指導を中心に、言語活動の充実を図る授業づくりを理
解する。書写指導のポイントについて理解する。

内舘　由美（元岩手県立前沢明峰支援学校長）
児玉　忠（宮城教育大学　教育学部教授）
後澤　大世（学校教育課　指導主事）
早川　貴之（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
黒澤　みほ子（花巻市立大迫小学校　副校長）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（国語）
0円 30人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507090号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」社
会

中学校社会科では、表面的な知識の定着を重視した授業展
開が多く認められる。そこで、生徒の学習意欲を高め、思考
力・判断力・表現力を育み、社会科としての学力を総合的に
身に付けるための授業の在り方を考察する。

柳原　政輝（学校教育課　指導主事）
菊池　勉（岩手県立総合教育センター　主任研
修指導主事）
澤井　陽介（国士舘大学　体育学部子どもス
ポーツ教育学科教授）
佐藤　正寿（東北学院大学　文学部教育学科教
授）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（社会）
0円 30人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507091号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」数
学

各種調査結果や学習指導要領の趣旨に沿った数学科教育
の在り方についての考察を通して、中学校数学の授業改善
に資する。また、「資質・能力」、「見方・考え方」を意識した授
業の在り方について、講義と演習を通して理解を深める。

本田　正弘（元盛岡市立上田中学校　校長）
田村　大樹（学校教育課　指導主事）
佐藤　真（岩手県立総合教育センター　研修指
導主事）
佃　拓生（学校教育課　主任指導主事）
立花　正男（岩手大学　教育学研究科教授）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（数学）
0円 40人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507092号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」理
科

全国学力・学習状況調査等を分析するとともに、各中学校
の実情を踏まえた適切な教育課程の編成や評価の在り方
を考察する。また、観察・実験の充実を図る教材開発や理科
教育の指導法について、実験や演習を通して考察する。

小松　順一（学校教育課　指導主事）
角野　裕子（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
藤枝　昌利（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
菊池　新司（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
髙橋　国博（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）
黄川田　泰幸（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事）
川又　謙也（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（理科）
0円 30人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507093号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」音
楽

これまで行ってきた音楽科の授業を振り返り、その成果と課
題を確認するとともに、学習指導要領の趣旨を生かした歌
唱及び器楽の授業の進め方についての演習を通して、中学
校音楽科における授業改善の方向性を明らかにする。

正木　啓一（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）
佐藤　太一（埼玉大学教育学部附属中学校　副
校長）
千葉　徳子（宮古市立河南中学校　指導教諭）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（音楽）
0円 15人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507094号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」美
術

平成29年3月に公示された学習指導要領の趣旨に基づいた
美術科の授業改善について、年間指導計画、題材設定、授
業づくりの視点から理解する。また、資質・能力の育成のた
めのA表現及びB鑑賞の活動における指導と評価の具体に
ついて、講義と演習を通して考察する。

大野　誠（学校調整課　主任指導主事）
福田　勝雄（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
佐々木　俊江（盛岡市立下橋中学校　指導教
諭）
佐藤　智一（花巻市立矢沢中学校　校長）
佐藤　利江子（沿岸南部教育事務所　指導主
事）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（美術）
0円 15人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507095号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」保
健体育

学習指導要領を踏まえた適切な教育課程の編成や、指導と
評価の一体化に向けた評価規準の在り方について学び、豊
かなスポーツライフを実現する体育学習の進め方や、生徒
の実践力を高める保健学習の在り方を考察する。

大越　正大（東海大学　体育学部体育学科教
授）
小野　甚市（保健体育課　主任指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（保健体育）
0円 35人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507096号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」技
術

学習指導要領における４つの内容（材料と加工、エネル
ギー変換、生物育成、情報）に関する最新の技術科指導の
動向について把握し、実態に即した知識と技能の修得を通
して、具体的な授業改善の在り方について考察する。

齋藤　秀一（学校教育課　主任指導主事）
佐々木　勝義（県北教育事務所　指導主事）
高橋　光広（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
宮川　洋一（岩手大学　教育学部教授）
奥田　昌夫（大船渡市立綾里中学校　校長）
信夫　辰規（宮古教育事務所　指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（技術）
0円 15人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507097号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」家
庭

学習指導要領における３つの内容に関連する最新の家庭
科指導の動向の把握と、家庭科指導の実態に即し、今後必
要とされる知識と技能の修得を通して、自己の教科指導を
客観的に見つめる場を設定しながら具体的な授業改善の在
り方を考察する。

長澤　由喜子（元岩手大学　教育学部教授）
千田　満代（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）
天木　桂子（岩手大学　教育学部教授）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（家庭）
0円 15人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507098号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」外
国語（英語）

学習指導要領の趣旨に沿った、英語科教育における授業
の在り方や展開の方法などについて、英語科の指導に関わ
る基本的事項を理解する。また、講義と演習を通して、指導
と評価の一体化を図る授業の在り方を考察する。

佐々木　淳一（学校教育課　主任指導主事）
鈴木　渉（宮城教育大学　教育学部准教授）
村野井　仁（東北学院大学　文学部教育学科教
授）
中野　誉史（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月6日～
令和2年8月7日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭
（外国語（英語））

0円 35人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507099号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科外」

年代別にマネジメント力に関わる内容について理解し、その
活用について考察する。コミュニケーション能力の育成を必
修、特別支援、情報活用能力、復興、教育法規、地域連携
を選択とし、指導改善の具体策を考察する。

里舘　文彦（学校教育課　首席指導主事兼高校
教育課長）
平田　オリザ（大阪大学　ＣＯデザインセンター
特任教授）
上柿　剛（岩手県立久慈高等学校　校長）
泉　悟（岩手県立黒沢尻北高等学校　校長）
佐々木　修一（富士大学　経営法学科教授）
軍司　悟（学校調整課　首席指導主事兼産業・
復興教育課長）
三田　正巳（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）
小野寺　基（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
新沼　智之（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
和田　健利（教職員課　経営指導主事）
外舘　悌（岩手県立総合教育センター　主任研
修指導主事）
佐藤　公一（生涯学習文化財課　総括課長）

岩手県花巻市 6時間 令和2年8月3日 教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭
0円 200人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507100号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
国語

新学習指導要領の趣旨や内容を理解し、「主体的・対話的
で深い学び」の実現を目指した授業とはどう在るべきかを念
頭に置き、学校が抱える問題や課題等に学習指導要領の
観点からどのようにアプローチできるのか実例を挙げて考
察する。特に、評価を踏まえた授業構想を通して国語科の
授業改善の具体を学ぶ。

高橋　直樹（学校教育課　主任指導主事）
和山　博人（岩手県立大学高等教育推進セン
ター教育実践研究部　特任教授）
細川　潤（岩手県立総合教育センター　研修指
導主事）
田中　孝一（川村学園女子大学　文学部教授）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（国語）
0円 30人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507101号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
地理歴史・公民

新学習指導要領の趣旨に基づいた授業改善を、生徒が主
体的に学習に取り組む態度を養う視点から考察する。さら
に、日々の授業を充実させるための地理歴史科・公民科教
師の在り方を多様な視点から見つめ直す講習とする。

菊地　健（学校教育課　指導主事）
八重樫　一矢（学校調整課　指導主事）
吉田　幸彦（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
佐々木　幸寿（東京学芸大学　総合教育科学系
教授）
菊池　和豊（元岩手県立杜陵高等学校校長）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭

岩手県内に勤務
する高等学校教
諭（地理歴史･公

民）

0円 15人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507102号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
数学

新学習指導要領の趣旨や内容を踏まえ、「主体的・対話的
で深い学び」を実現するための授業の在り方について、数
学的活動をキーワードに分析し、生徒に育む資質・能力を
見つめ直すことで、授業改善の視点を考察する。

亀山　丈（学校教育課　主任指導主事）
鈴木　広樹（岩手県立釜石高等学校　校長）
及川　伸也（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
田鎖　伸也（学校教育課　主任指導主事）
大村　東道（学校教育課　主任指導主事）
佐藤　篤（東北学院大学　教養学部情報科学科
准教授）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（数学）
0円 30人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507103号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
理科

新学習指導要領の趣旨に基づいた教育課程の編成や評価
について考察する。また、義務教育との系統性を重視し、生
徒の意欲・関心を高める指導について、観察、実験・実習を
通じて理科教員としての専門性の向上に資する。

藤原　忠雄（富士大学　経済学部経済学科教
授）
川又　謙也（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
菊池　新司（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
角野　裕子（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
砂沢　剛（学校教育課　指導主事）
髙橋　国博（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（理科）
0円 30人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507104号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
保健体育

新学習指導要領を踏まえた適切な教育課程の編成や指導
と評価の一体化に向けた評価規準の在り方、体育理論をも
とにした授業づくりや体つくり運動の授業の充実など豊かな
スポーツライフを実現する体育学習、また、指導と評価が一
体化した単元構造による保健の授業づくり等生きる力を育
む保健学習の進め方について考察する。

大越　正大（東海大学　体育学部体育学科教
授）
中村　和平（保健体育課　指導主事）
清水　将（岩手大学　教育学部保健体育科准教
授）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教
諭（保健体育）

0円 25人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507105号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
音楽

新学習指導要領の趣旨と内容を理解するとともに、各科目
の目標を実現するために、評価の基本的事項を確認したり
演習による実際の指導法を体験したりして、授業に活かすこ
とのできる音楽科の指導改善について考察する。

正木　啓一（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）
寺田　己保子（埼玉学園大学　准教授）
島田　聡（群馬県教育委員会高校教育課　指導
主事）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（音楽）
0円 10人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507106号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
美術

学習指導要領の趣旨に基づいた美術科の授業改善の視点
について理解する。また、資質能力の育成のための指導と
評価の具体について、講義と演習を通して考察する。年代
別にマネジメント力に関わる内容について理解し、その活用
について考察する。

溝口　昭彦（岩手大学　教育学部美術教育科准
教授）
藁谷　収（岩手大学　教育学部美術教育科教
授）
清武　英司（岩手県立盛岡第一高等学校指導
教諭）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（美術）
0円 5人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507107号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
書道

新学習指導要領の趣旨と内容を理解し、各校の実状と生徒
の実態を考慮して、実習を取り入れながら実践的な書道教
育の在り方を考察する。また、新学習指導要領に応じた指
導の在り方について考察し、授業改善に資する。

玉澤　友基（岩手大学　人文社会科学部人間文
化課程教授）
丸若　礼子（学校教育課　指導主事）
三浦　真琴（岩手県立盛岡第一高等学校指導
教諭）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（書道）
0円 5人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507108号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
外国語（英語）

新学習指導要領や評価の趣旨と内容を分析し、新学習指
導要領の目標を実現するために、現代の英語教育指導法
やテスティング理論と実践などを学び、最新の英語教育法を
身に付ける。特に、小・中・高の接続を意識した授業や評価
について理解を深める。

五十嵐　忠義（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事）
三浦　顕悟（学校教育課　主任指導主事）
村野井　仁（東北学院大学　文学部教育学科教
授）
渡部　良典（上智大学大学院　言語科学研究科
教授）
山田　知弘（学校教育課　指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭

岩手県内に勤務
する高等学校教
諭（外国語（英

語））

0円 30人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507109号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
家庭

新学習指導要領の趣旨と内容について分析すると共に、各
科目の目標を実現するために、評価の基本的事項を確認し
たり、演習による指導法を体験したりし、日々の授業に活か
すことのできる家庭科の指導改善について考察する。

関　リエ（学校調整課　指導主事）
太田　優子（岩手県立花北青雲高等学校　校
長）
佐々木　昭子（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事）
天木　桂子（岩手大学　教育学部教授）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（家庭）
0円 15人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507110号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
農業

新学習指導要領の内容や、各校の実状を踏まえた適切な
教育課程の編成について考察する。また、「プロジェクト学
習法」の理論と実践力を身に付け、指導改善の具体につい
て把握するとともに、高度な農業技術を習得する。

市丸　成彦（学校調整課　指導主事）
佐々木　壽（東北大学　非常勤講師）
小船　光浩（岩手県立大迫高等学校　校長）

岩手県金ケ崎
町

12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（農業）
0円 10人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507111号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
工業

新学習指導要領の趣旨と内容を理解し、工業の実践的な技
術・技能の指導法、高等教育や産業界の現状について学
ぶ。実技研修として、３Ｄ－ＣＡＤ実習または電気系保全作
業実習を取り入れ、工業科の指導の向上に資する。

高橋　修（岩手県立黒沢尻工業高等学校　指導
教諭）
宮沢　一裕（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
尾﨑　芳彦（学校調整課　指導主事）
吉田　正道（一関工業高等専門学校　校長）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（工業）
0円 15人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507112号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
商業

新学習指導要領の趣旨と内容を理解し、岩手県の高等学
校の現状を踏まえ、産業社会の進展を考慮した商業教育の
在り方やビジネスの諸活動に対応できる実践的な教科指導
について考察を深めることにより、授業力の向上と授業改善
に資する。

高橋　幸美（学校調整課　主任指導主事）
田中　耕之助（北日本高等学院　星北高等学園
校長）
三浦　幸哉（岩手県立宮古恵風支援学校　副校
長）
新沼　智之（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
佐々木　宏夫（早稲田大学　商学学術院教授）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（商業）
0円 10人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507113号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】特別支援学校教諭「教科
外」

特別支援教育の現状と課題を踏まえ、特別支援教育の理
念である自立と社会参加に向けた校内外の支援として、情
報活用能力の育成、保護者や地域と連携した児童生徒支
援の在り方について、演習や実技を通して考察をする。ま
た、年代に応じて身に付けたいマネジメントに関わる事項を
理解し、指導力の向上を図る。

高橋　縁（学校教育課　首席指導主事兼特別支
援教育課長）
小澤　千殖（岩手県立気仙光陵支援学校　校
長）
工藤　弘毅（岩手県立久慈拓陽支援学校　校
長）
鈴木　長幸（あさあけの園　施設長）
太田　崇（岩手県立総合教育センター　研修指
導主事）
外舘　悌（岩手県立総合教育センター　主任研
修指導主事）
岩井澤　通代（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事）
片方　元昭（生涯学習文化財課　主任指導主
事）
軍司　悟（学校調整課　首席指導主事兼産業・
復興教育課長）

岩手県花巻市 6時間 令和2年7月29日 教諭
岩手県内に勤務
する特別支援学

校教諭
0円 80人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507114号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】特別支援学校教諭「教科
等」

特別支援学校学習指導要領に示される各教科等の目標、
内容を踏まえた教育課程編成や授業づくりの在り方や、障
がい特性を考慮した教科指導における具体的支援等につ
いて、演習や実践事例に基づく協議を通して考察し、実践的
な授業力の向上を図る。

阿部　真弓（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
辻　誠一（東北福祉大学　教育学部准教授）
大西　孝志（東北福祉大学　教育学部教授）
田代　由希（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭
岩手県内に勤務
する特別支援学

校教諭
0円 80人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507115号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手県教育委員
会

【選択】養護教諭「専門Ⅰ」

現代的健康課題解決のため、養護教諭が学校保健活動の
推進にあたって中核的な役割を果たしていることから、最新
の専門的知識を得るとともに、児童生徒、教職員、及び保護
者・地域等に対応するための必要な力（マネジメント・コー
ディネート、コミュニケーション等）の向上を図る。また年代に
応じて身につけたいマネジメントに関わる事項を理解し、実
際の教育活動の場における活用について考察する。

清川　義彦（保健体育課　首席指導主事兼総括
課長）
千田　雅子（保健体育課　指導主事）
中村　誠子（盛岡市立永井小学校　指導養護教
諭）
中下　玲子（岩手県立紫波総合高等学校　指導
養護教諭）
永井　悦子（二戸市立福岡小学校　指導養護教
諭）
平澤　恒子（保健体育課　指導主事）

岩手県花巻市 6時間 令和2年8月3日
養護教

諭
岩手県内に勤務
する養護教諭

0円 30人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507116号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】養護教諭「専門Ⅱ」

現代的健康課題解決のため、養護教諭が学校保健活動の
推進にあたって中核的な役割を果たしていることから、最新
の専門的知識を得るとともに、児童生徒、教職員、及び保護
者・地域等に対応するための必要な力（マネジメント・コー
ディネート、コミュニケーション等）の向上を図る。また年代に
応じて身につけたいマネジメントに関わる事項を理解し、実
際の教育活動の場における活用について考察する。

野津　有司（筑波大学　体育系教授）
小林　央美（弘前大学大学院　教育学研究科教
職実践専攻　教授）
千田　雅子（保健体育課　指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

養護教
諭

岩手県内に勤務
する養護教諭

0円 30人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507117号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】栄養教諭「専門Ⅰ」

学校における食育推進の中心的な役割が果たせるよう、学
校給食の管理と食に関する指導を一体的なものとして展開
するための基盤となる知識や技術などについて講義や演習
を通して栄養教諭としての専門性を身に付ける。

根澤　倫子（保健体育課　指導主事）
千田　満代（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）

岩手県花巻市 6時間 令和2年8月3日
栄養教

諭
岩手県内に勤務
する栄養教諭

0円 10人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507118号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】栄養教諭「専門Ⅱ」

学校における食育推進の中心的な役割が果たせるよう、学
校給食の管理と食に関する指導を一体的なものとして展開
するための基盤となる知識や技術などについて講義や演習
を通して栄養教諭としての専門性を身に付ける。

大野　智子（青森県立保健大学　健康科学部准
教授）
清川　義彦（保健体育課　首席指導主事兼総括
課長）
浅沼　美由希（岩手県立大学短期大学部　生活
科学科講師）
根澤　倫子（保健体育課　指導主事）
田代　由希（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）
山口　道明（盛岡市立山岸小学校　校長）

岩手県花巻市 12時間
令和2年8月4日～
令和2年8月5日

栄養教
諭

岩手県内に勤務
する栄養教諭

0円 10人

令和2年6月8日～
令和2年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令02-
50050-
507119号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

秋田県教育委員
会

【選択】各教科等の指導における
言語活動の充実

「言語活動の充実」についての基本的な考え方や各教科等
における指導と評価のポイントを確認するとともに、各教科
に分かれての言語活動を位置付けた指導の実践発表を通
して、思考力・判断力・表現力等を育む実践的指導力の向
上を図る。

腰山　潤（秋田県総合教育センター指導主事）
藤谷　寛（秋田県総合教育センター指導主事）

秋田県潟上市 6時間 令和2年5月22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

0円 45人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令02-
50090-
508125号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】子どもと創る生活科授業
の在り方

生活科における気付きの質を高めるための指導の工夫や、
幼小連携を生かした教育活動の在り方について、所属校で
の実践事例の発表や小学校の「スタートカリキュラム」と幼
稚園・保育所・幼保連携型認定こども園等の「５歳児年間保
育計画」等を用いた協議・演習を通して理解を深め、主体
的・対話的で深い学びの実現に向け、実践的な指導力の向
上を図る。

稲岡　寛（秋田県総合教育センター指導主事）
黒澤　進（秋田県総合教育センター指導主事）

秋田県潟上市 6時間 令和2年10月29日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・幼保
連携型認定こど
も園保育教諭

0円 24人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令02-
50090-
508126号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】図画工作科の授業改善

学習指導要領の総則を踏まえ、小学校学習指導要領解説
図画工作編や様々な具体的な事例を基に、図画工作科で
育成する資質・能力についての理解を深める。また、具体的
な指導方法については、演習などを通して授業のねらいと
照らし合わせながらその是非を考え、実感的に理解を深め
る。

田森　舞（秋田県総合教育センター指導主事） 秋田県潟上市 6時間 令和2年6月26日 教諭 小学校教諭 0円 18人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令02-
50090-
508127号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田県教育委員
会

【選択】育成する資質・能力から
考える美術の授業

中学校美術科と高等学校芸術科（美術）の教諭を対象に、
各校種の学習指導要領を踏まえたこれからの美術科・芸術
科（美術）の授業づくりについて考えたり、校種間を貫く視点
から身に付けさせる資質や能力を捉え、具体的な事例を基
に指導力を高める。また、表現と鑑賞の関連を図った授業
づくりについての理解を深める。

田森　舞（秋田県総合教育センター指導主事） 秋田県潟上市 6時間 令和2年9月25日 教諭
中学校教諭・高
等学校教諭（美

術）
0円 16人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令02-
50090-
508128号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】中学校保健体育科授業
の充実

中学校学習指導要領解説保健体育編・体育編にある保健
体育科の目標及び内容を具現化した授業づくりのために、
講義や実技・演習によって学習指導要領の理解を深めると
ともに、担当する学年の学習指導案や授業で使用した学習
シート等を持ち寄って協議をするなど実践的な指導力を養
う。

萩原　亨（秋田県総合教育センター指導主事） 秋田県潟上市 6時間 令和2年6月30日 教諭
中学校教諭（保

健体育）
0円 11人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令02-
50090-
508129号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】高等学校保健体育科授
業の充実

高等学校学習指導要領解説保健体育編・体育編にある保
健体育科の目標及び内容を具現化した授業づくりのため
に、講義や実技・演習によって学習指導要領の理解を深め
るとともに、担当する学年の学習指導案や授業で使用した
学習シート等を持ち寄って協議をするなど実践的な指導力
を養う。

萩原　亨（秋田県総合教育センター指導主事） 秋田県潟上市 6時間 令和2年7月7日 教諭
高等学校教諭
（保健体育）

0円 15人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令02-
50090-
508130号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】社会の変化に対応した技
術・家庭科の授業

社会の変化に対応し改善が図られた新学習指導要領の趣
旨を理解し、これからの技術・家庭科教育の在り方について
の講義や、生活での応用・発展を目指した授業の工夫につ
いての演習や実験・実習等を通して、実践的な指導力を高
める。

部谷　靖子（秋田県総合教育センター指導主
事）
佐々木　泰宏（秋田県総合教育センター主任指
導主事）
木村　美奈子（秋田県総合教育センター指導主
事）

秋田県潟上市 6時間 令和2年9月17日 教諭
中学校教諭（技

術、家庭）
0円 14人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令02-
50090-
508131号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】小・中学校道徳教育推進
研修講座

道徳教育及び特別の教科道徳について講義を通して理解
を深める。また、自校または個人における、道徳教育の充実
や道徳の授業改善に向けた取組について発表・協議し、実
践的な推進力を身に付ける。

木村　美奈子（秋田県総合教育センター指導主
事）
小野寺　輝子（秋田県総合教育センター指導主
事）
藤谷　寛（秋田県総合教育センター指導主事）

秋田県潟上市 6時間 令和2年7月28日 教諭
小学校教諭・中

学校教諭
0円 27人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令02-
50090-
508132号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】高等学校道徳教育推進
研修講座

道徳教育の今日的課題と学習指導要領の改訂についての
講義を通し、道徳教育の推進に向けた基本的な考え方を理
解する。また、自校の全体計画をもとに、演習・協議を通し
て、道徳教育の推進についての具体的なイメージをもつ。

木村　美奈子（秋田県総合教育センター指導主
事）
小野寺　輝子（秋田県総合教育センター指導主
事）
加藤　昌宏（秋田県総合教育センター指導主
事）

秋田県潟上市 6時間 令和2年6月11日 教諭 高等学校教諭 0円 20人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令02-
50090-
508133号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】魅力ある特別活動を目指
して

学習指導要領解説特別活動編を基に特別活動に関する基
本的な事項や在り方について理解を深めるとともに、自発
的・自治的な特別活動の充実を考えたり、学級活動や学校
行事を活性化するための取組を発表・協議したりして、実践
的な指導力を高める。

佐々木　泰宏（秋田県総合教育センター主任指
導主事）
森川　剛（秋田県総合教育センター指導主事）

秋田県潟上市 6時間 令和2年6月26日 教諭
小学校教諭・中

学校教諭
0円 27人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令02-
50090-
508134号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

埼玉県教育委員
会

【選択】学級経営に活かす豊かな
体験活動

講義や実習を通して児童生徒にとっての体験活動の必要性
や望ましいあり方を理解するとともに、児童生徒の変容を促
しやすい体験活動の方法について理解する。また、体験活
動プログラムを実体験することで学級での人間関係づくりの
方法や集団活動の意義等について学び、学校現場でも生
かせるようにする。

青木　康太朗（国学院大学　准教授）
増田　直広（公益財団法人キープ協会　事業部
長）
佐國　勝（埼玉県立大滝げんきプラザ　所長）
大平　正芳（埼玉県立大滝げんきプラザ　担当
課長）
市川　雄一（国際基督教大学　非常勤講師）
陽遊　真史（埼玉県立大滝げんきプラザ　担当
課長）

埼玉県秩父市 18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月19日

教諭
小学校・中学校

教諭
23,120円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月29日

令02-
50210-
507540号

0494-55-0014
http://www.pref.saitam
a.lg.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

長野市教育委員
会

【選択】キャリアアップ研修Ⅲ①②

長野市の小・中学校教員を対象に、これまでの自己実践を
振り返ることを通して、教員としての在り方や今後のキャリア
アップについて考える。また、ミドルリーダーとして高めるべ
き資質能力（主に学年組織マネジメントや学校組織マネジメ
ントの基礎知識、リスクマネジメントの在り方）を学ぶととも
に、ストレスマネジメントなど感情と上手く向き合うことの必
要性を学ぶ。

荒井　英治郎（信州大学　准教授）
今井　睦俊（長野市教育センター主任指導主
事）
木村　公男（長野市教育センター指導主事）
増田　智子（長野市教育センター指導主事）

長野県長野市 6時間
令和2年10月19日、
令和2年10月26日

教諭
養護教

諭

長野市立小・中
学校に勤務する
教諭・養護教諭
のうち「長野市

キャリアアップ研
修Ⅲ」受講対象

者

0円 60人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
50400-
507541号

026-223-0070
http://www.city.nagano.
nagano.jp/

長野市教育委員
会

【選択】キャリアアップ研修Ⅳ－人
生100年時代構想と授業のUD化
－

長野市の小・中学校教員を対象に、これまでの自己実践を
振り返ることを通して、教員としての在り方や今後のキャリア
アップについて考える。また深化貢献期として高めるべき資
質能力（主に学校組織マネジメントの知識）を学ぶとともに、
子どもが主体的に学ぶことができる学習環境の整え方や通
常学級において支援が必要な児童・生徒への対応方法に
ついて学ぶ。

今井　睦俊（長野市教育センター主任指導主
事）
木村　公男（長野市教育センター指導主事）
増田　智子（長野市教育センター指導主事）

長野県長野市 6時間 令和2年8月5日
教諭

養護教
諭

長野市立小・中
学校に勤務する
教諭・養護教諭
のうち40代後半
から50代の教諭

0円 80人
令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
50400-
507542号

026-223-0070
http://www.city.nagano.
nagano.jp/

長野市教育委員
会

【選択】教育ICT活用－ICT活用・
著作権等－

教育のICT活用について、情報モラル・セキュリティの喫緊
の課題について理解を深める。また、児童生徒一人一人の
情報活用能力の育成の在り方、ICTを活用した授業（電子黒
板、タブレット、e-Learning等）の在り方と実践について講義
と演習を行う。

中澤　康匡（長野市教育センター指導主事）
増田　智子（長野市教育センター指導主事）
木村　公男（長野市教育センター指導主事）
直江　将志（学校教育課指導主事）

長野県長野市 6時間 令和2年8月17日 教諭
長野市立小・中
学校に勤務する

教諭
0円 55人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

令02-
50400-
507543号

026-223-0070
http://www.city.nagano.
nagano.jp/

島根県教育委員
会

【選択】教育相談の理論及び方法

本科目においては、教育相談の基本となるカウンセリング
の考え方について、傾聴や受容・共感といったキーワードを
もとに問い直していく。さらに、プレイセラピー等を含む非言
語的な表現から、子どもの心を理解していく方法について紹
介するとともに、近年の子どもの変化と対応についても検討
を行う。

高橋　悟（島根大学　人間科学部　准教授）
野口　寿一（島根大学　人間科学部　准教授）

島根県松江市 12.6時間
令和2年8月16日～
令和2年8月17日

教諭
養護教

諭

島根県内の公立
学校及び公立幼
保連携型認定こ

ども園に勤務する
教諭、養護教諭
向け　※本講習
は免許法認定講
習を利用して行う
予定のため、免
許法認定講習の
受講者を優先す

る。

2,000円 50人
令和2年4月16日～
令和2年6月12日

令02-
50630-
508798号

0852-22-6606

https://www.pref.shima
ne.lg.jp/admin/license/
shikaku/kyoin_menkyo/
koushinkousyu.html

岡山市教育委員
会

【選択】特別支援教育・遊びと環
境

支援を要する子どもに対する基本的な理解を深めるととも
に、周りの子どもへの支援、学級集団づくり等で配慮すべき
ことについて具体的な事例から学ぶ。また、日々の実践を振
り返り、各自の課題を意識し、より良い学級集団づくりへの
手立てを探る。
幼児が思わず関わりたくなるような環境を構成するために大
切なことや、幼児教育のねらいを実現していくための総合的
な指導等について、事例を通して理解を深める。

青山　新吾（ノートルダム清心女子大学　人間
生活学部准教授）
柿岡　玲子（安田女子短期大学　教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年7月5日 教諭

幼稚園教諭免許
状を有する岡山
市内の公私立保
育園、認定こども
園、幼稚園に勤

務する教諭

6,000円 120人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

(備考　岡山市内の公
私立保育園、認定こど
も園、幼稚園に勤務す
る職員対象のため一般

募集は行わない)

令02-
50651-
508258号

086-944-7255
http://www.city.okayam
a.jp/

岡山市教育委員
会

【選択】保育教材研究（絵本）・保
育に生かせるカウンセリング

幼児期に大切にすべき力を教育要領等を読み解く中で考え
る。また、絵本の読み聞かせの意義や絵本を選ぶ視点、読
み聞かせのポイントについて学ぶ。さらに、小学校以降の教
育とのつながりについても考える。
基礎的なカウンセリングの理論を学ぶとともに、子どもや保
護者理解を深める上での効果的な活用の仕方について考
える。また、カウンセリングの基本的な技法について体験し
ながら学ぶ。

吉澤　佳子（元岡山市立富山幼稚園長）
児子　千鶴子（ノートルダム清心女子大学　人
間生活学部非常勤講師）
玉瀬　友美（高知大学　教育学部教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年9月27日 教諭

幼稚園教諭免許
状を有する岡山
市内の公私立保
育園、認定こども
園、幼稚園に勤

務する教諭

6,000円 120人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

(備考　岡山市内の公
私立保育園、認定こど
も園、幼稚園に勤務す
る職員対象のため一般

募集は行わない)

令02-
50651-
508259号

086-944-7255
http://www.city.okayam
a.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岡山市教育委員
会

【選択】子どもの発達と学び・幼稚
園教育要領５領域の「表現」につ
いて

乳幼児期から小学校接続期の子どもの発達と育ちや学びに
ついて、また環境を通して行う教育をどのように構成してい
けばよいかについて理解を深める。
幼児一人一人が絵画製作において意欲的で創造性豊かに
関わり表現する楽しさを味わうためには、どのように活動を
豊かにしていけば良いのかについて考える。

池田　明子（就実短期大学　教授）
小田　久美子（ノートルダム清心女子大学　人
間生活学部准教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年10月18日 教諭

幼稚園教諭免許
状を有する岡山
市内の公私立保
育園、認定こども
園、幼稚園に勤

務する教諭

6,000円 120人

令和2年4月16日～
令和2年4月24日

(備考　岡山市内の公
私立保育園、認定こど
も園、幼稚園に勤務す
る職員対象のため一般

募集は行わない)

令02-
50651-
508260号

086-944-7255
http://www.city.okayam
a.jp/

高知県教育委員
会

【選択】図画工作・美術・工芸の
授業づくり実践講座

小学校の図画工作から高等学校芸術（美術・工芸）までの
学習指導要領のつながりを知り、発達段階に合わせた教科
の目標を確認する。また、学習指導要領の趣旨を具現化し
た授業やこれから求められる授業の在り方について映像等
の具体を用いて確認するとともに、異校種間での実践交流
や簡単な実技講習を行い、今後の授業実践に生かせるもの
とする。

岡本　絵里（高知県教育センター・若年教員研
修担当チーフ）

高知県高知市 6時間 令和2年7月4日 教諭

高知県公立学校
の図画工作・美

術・工芸を担当す
る教諭

0円 10人
令和2年4月20日～

令和2年6月1日

令02-
50770-
507236号

088-866-3897
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310308/

高知県教育委員
会

【選択】外国語の授業づくり実践
講座

児童生徒の自己表現力を高め、思考力・判断力・表現力を
伸ばす授業づくりの理論と実践。ディスカッションやディベー
トなど４技能を統合的に指導するための言語活動を授業に
どのように取り入れるかについて研修を行う。

上田　妙（高知県教育センター・研究開発・グ
ローバル教育担当チーフ）
濱田　真美（高知県教育センター・指導主事）
前中　佳奈（高知県教育センター・指導主事）

高知県高知市 6時間 令和2年8月29日 教諭
高知県公立学校
の外国語を担当

する教諭
0円 30人

令和2年4月20日～
令和2年6月1日

令02-
50770-
507237号

088-866-3897
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310308/

高知県教育委員
会

【選択】楽しい理科観察・実験講
座（中・高等学校）

生徒が科学的な思考力・表現力を身に付けるための授業づ
くりについて、学習指導要領に基づき講義を行う。また、生
徒が探究的に学ぶための観察・実験に係る知識や技能に
関する講義・実習を行う。

清本　祥一（高知県教育センター・指導主事）
山本　周史（高知県教育センター・指導主事）

高知県高知市 6時間 令和2年9月12日 教諭

高知県公立中学
校・高等学校の
理科を担当する

教諭

0円 16人
令和2年4月20日～

令和2年6月1日

令02-
50770-
507238号

088-866-3897
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310308/

高知県教育委員
会

【選択】これからの生徒指導と教
育相談講座

生徒指導の推進に関する講座及び生徒指導の視点を生か
した授業づくりや組織的な生徒指導の推進に関わるワーク
ショップ型研修を行う。いじめの実態や対応についての講義
及び演習を行う。
教育相談・児童生徒理解の理論と実践及び、学校における
組織的な支援のあり方について講義・演習を行う。

福島　勇人（人権教育課・指導主事）
有澤　拓也（人権教育課・指導主事）
児嶋　亜由美（高知県心の教育センター・指導
主事）
岡林　由香（高知県心の教育センター・指導主
事）

高知県高知市 6時間 令和2年9月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

高知県公立学校
教員

0円 50人
令和2年4月20日～

令和2年6月1日

令02-
50770-
507239号

088-866-3897
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310308/

高知県教育委員
会

【選択】楽しい理科観察・実験講
座（小学校）

児童が科学的な思考力・表現力を身に付けるための授業づ
くりについて、学習指導要領に基づき講義を行う。また、児
童が探究的に学ぶための観察・実験に係る知識や技能に
関する講義・実習を行う。

有友　政憲（高知県教育センター・指導主事）
山中　孝一（高知県教育センター・指導主事）

高知県高知市 6時間 令和2年10月31日 教諭
高知県公立小学

校の教諭
0円 16人

令和2年4月20日～
令和2年6月1日

令02-
50770-
507240号

088-866-3897
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310308/

宮崎県教育委員
会

【選択】学校体育セミナー（ゲー
ム・ボール運動系）

学校における体力向上に対する取組や意識を啓発するとと
もに、小学校体育学習を効果的に展開するために、ゲーム・
ボール運動系の指導方法の改善及び充実に資する。
①講義「ゲーム・ボール運動系の指導の在り方について」
②実技「ゲーム・ボール運動系」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
鍋西　幸治（スポーツ指導センター（指導主事））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年6月4日 教諭
小学校、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8日

令02-
50890-
508393号

0985-26-7247
(内線： 3337)

ホームページを開設
していない。

宮崎県教育委員
会

【選択】学校体育セミナー（幼児
の運動遊び）

幼児期運動指針に基づいて、幼児が体を使った遊びをとお
して適切に基礎的な動きを身に付けることができるようにす
るための指導方法の改善及び充実に資する。
①講義「子供の体力向上を図るための指導者の役割」
②実技「運動遊び」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
鍋西　幸治（スポーツ指導センター（指導主事））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年10月3日 教諭
幼稚園、認定こど

も園の教諭
0円 100人

令和2年8月3日～
令和2年9月3日

令02-
50890-
508394号

0985-26-7247
(内線： 3337)

ホームページを開設
していない。

宮崎県教育委員
会

【選択】中学校・高等学校保健体
育地区別講習会

運動やスポーツに親しむ資質・能力及び運動が健康に果た
す役割、健康な生活を実践するための資質・能力を図るな
ど調和のとれた生徒の体力向上を図るための指導法を習
得し、保健体育学習を効果的に展開するための指導者の資
質向上を目的とする。
①実技「武道（柔道）」「体つくり運動」
②講義「生徒の体力向上を図るための指導者の役割」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
鍋西　幸治（スポーツ指導センター（指導主事））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県門川町 6時間 令和2年8月5日 教諭

中学校・高等学
校の保健体育科
担当教諭、特別
支援学校教諭

0円 40人
令和2年6月5日～
令和2年7月3日

令02-
50890-
508395号

0985-26-7247
(内線： 3337)

ホームページを開設
していない。
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宮崎県教育委員
会

【選択】学校体育セミナー（陸上
競技）

保健体育学習を効果的に展開するために、陸上競技の授
業の進め方について研修するとともに安全に配慮した学習
指導方法の改善及び充実に資する。
①講義「学習指導要領に対応した陸上競技の指導の在り方
について」
②実技「陸上競技」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
鍋西　幸治（スポーツ指導センター（指導主事））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年10月6日 教諭

中学校・高等学
校の保健体育科
担当教諭、特別
支援学校教諭

0円 40人
令和2年8月6日～
令和2年9月4日

令02-
50890-
508396号

0985-26-7247
(内線： 3337)

ホームページを開設
していない。

宮崎県教育委員
会

【選択】学校体育セミナー（幼児
の運動遊び、体作り運動系）

幼児・児童が体を使った遊びをとおして適切に基礎的な動き
を身に付けることができるようにするための指導方法の改善
及び充実に資する。
①講義「子供の体力向上を図るための指導者の役割」
②実意「運動遊び」「体つくり運動系」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
鍋西　幸治（スポーツ指導センター（指導主事））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県宮崎市 6時間 令和2年10月15日 教諭

幼稚園、認定こど
も園の教諭、小
学校、特別支援

学校教諭

0円 100人
令和2年8月17日～
令和2年9月15日

令02-
50890-
508397号

0985-26-7247
(内線： 3337)

ホームページを開設
していない。

宮崎県教育委員
会

【選択】学校体育セミナー（ゲー
ム・ボール運動系、器械運動系）

学校における体力向上に対する取組や意識を啓発するとと
もに、小学校体育学習を効果的に展開するために、ゲーム・
ボール運動系、器械運動系の指導方法の改善及び充実に
資する。
①講義「ゲームボール運動系、器械運動系の指導の在り方
について」
②実技「ゲーム・ボール運動系」「器械運動系」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
鍋西　幸治（スポーツ指導センター（指導主事））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県都城市 6時間 令和2年11月10日 教諭
小学校、特別支

援学校教諭
0円 40人

令和2年9月10日～
令和2年10月9日

令02-
50890-
508398号

0985-26-7247
(内線： 3337)

ホームページを開設
していない。

宮崎県教育委員
会

【選択】小学校体育地区別講習
会

運動やスポーツに親しむ資質・能力及び運動が健康に果た
す役割、健康な生活を実践するための資質・能力を図るな
ど、調和のとれた児童の体力向上を図るための指導法を習
得し、体育学習を効果的に展開するための指導者の資質・
向上を目的とする。
①講義「新学習指導要領を踏まえた体育授業の考え方」
②実技・演習「水泳運動系」「保健」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
鍋西　幸治（スポーツ指導センター（指導主事））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県諸塚村 6時間 令和2年7月29日 教諭
小学校、特別支

援学校教諭
0円 40人

令和2年6月22日～
令和2年7月10日

令02-
50890-
508399号

0985-26-7247
(内線： 3337)

ホームページを開設
していない。

宮崎県教育委員
会

【選択】小学校体育地区別講習
会

運動やスポーツに親しむ資質・能力及び運動が健康に果た
す役割、健康な生活を実践するための資質・能力を図るな
ど、調和のとれた児童の体力向上を図るための指導法を習
得し、体育学習を効果的に展開するための指導者の資質・
向上を目的とする。
①講義「新学習指導要領を踏まえた体育授業の考え方」
②実技・演習「水泳運動系」「保健」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
鍋西　幸治（スポーツ指導センター（指導主事））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県西都市 6時間 令和2年7月30日 教諭
小学校、特別支

援学校教諭
0円 40人

令和2年6月22日～
令和2年7月10日

令02-
50890-
508400号

0985-26-7247
(内線： 3337)

ホームページを開設
していない。

宮崎県教育委員
会

【選択】小学校体育地区別講習
会

運動やスポーツに親しむ資質・能力及び運動が健康に果た
す役割、健康な生活を実践するための資質・能力を図るな
ど、調和のとれた児童の体力向上を図るための指導法を習
得し、体育学習を効果的に展開するための指導者の資質・
向上を目的とする。
①講義「新学習指導要領を踏まえた体育授業の考え方」
②実技・演習「水泳運動系」「保健」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
鍋西　幸治（スポーツ指導センター（指導主事））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県小林市 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校、特別支

援学校教諭
0円 40人

令和2年6月22日～
令和2年7月10日

令02-
50890-
508401号

0985-26-7247
(内線： 3337)

ホームページを開設
していない。

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】生徒指導・学級経営に活
かす体験活動（国立信州高遠青
少年自然の家）

学習指導要領に示された，児童・生徒の「体験活動」につい
て，その必要性と教育効果の理解を深めるとともに，集団宿
泊活動を効果的に実施するための基本的な知識や技術を
身につける。また，教育課程の編成や教育活動に体験活動
を取り入れる方法等を講義や実習を通して習得することによ
り，教育内容の充実を図ることができる講習内容とする。

佐倉　俊（長野県教育委員会　学びの改革支援
課参事）
平野　吉直（信州大学　理事）
北見　靖直（国立阿蘇青少年自然の家次長）
石川　博之（国立信州高遠青少年自然の家企
画指導専門職）
桐山　直美（国立信州高遠青少年自然の家企
画指導専門職）
坂野　真也（国立信州高遠青少年自然の家企
画指導専門職）

長野県伊那市 18時間
令和2年9月5日～
令和2年9月6日

教諭 小・中学校教諭 21,000円 35人
令和2年4月19日～
令和2年5月17日

令02-
70020-
509479号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】学校教育における体験活
動の効果的な進め方（国立中央
青少年交流の家）

主体的・対話的で深い学びを一層進めていくことを目指し
て、体験活動の意義を確認するとともに、それらを効果的に
用いる方法について理解を深める。また、受講者自身がそ
れぞれ抱えている現状や課題を出し合い、共有し合うこと
で、新たな気づきや学びの場となる機会とする。

杉田　洋（國學院大學　人間開発学部教授）
勝亦　重夫（御殿場市教育委員会　教育長）
井上　透（岐阜女子大学　文化創造学部教授）
田井中　正志（静岡福祉大学　非常勤講師）
沼田　晶弘（東京学芸大学附属世田谷小学校
教諭）
土屋　貴弘（国立中央青少年交流の家企画指
導専門職）
市川　大（国立中央青少年交流の家企画指導
専門職）
長谷川　賢（国立中央青少年交流の家企画指
導専門職）

静岡県御殿場
市

18時間
令和2年10月3日～
令和2年10月4日

教諭 小・中・高校教諭 21,500円 40人
令和2年4月19日～
令和2年5月17日

令02-
70020-
509480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】「授業づくりに活かせる体
験活動」～海が学校！海が先
生！～（国立江田島青少年交流
の家）

小学校等教員等が体験活動の意義について理解するととも
に「海」を中心とした基本的な体験活動指導技術を実習を通
して身に付ける。また，学習指導要領における体験活動の
取扱いや施設での集団宿泊活動が教科等に位置づけられ
ることについて理解を深め，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・実習を通して習得する。
主な講習内容は，「海辺の生き物観察と指導法」，「人間関
係づくりプログラム」，「江田島焼」，「野外炊事」の実習及び
講義。

米沢　崇（広島大学　大学院教育学研究科准教
授）
小野藤　訓（江田島市教育委員会　教育長）
西原　直久（江田島市教育委員会　大柿自然環
境体験学習交流館館長）
平畑　典之（国立江田島青少年交流の家企画
指導専門職）
井口　誠文（国立江田島青少年交流の家企画
指導専門職）

広島県江田島
市

18時間
令和2年11月21日～
令和2年11月23日

教諭
小学校教諭、中
学校（理科）教諭

向け
23,500円 24人

令和2年6月1日～
令和2年10月1日

令02-
70020-
509481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】学習指導・学級活動に活
かす自然体験活動（国立室戸青
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
徒の集団宿泊活動を効果的に実施するための基本的な体
験活動指導法や安全管理のポイントについて実習を通して
身に付ける。また、学習指導要領における体験活動の取り
扱いを理解し、教育課程の編成や教育活動に取り入れる方
法を講義や実習を通して習得する。

永野　隆史（高知大学　大学院教職実践高度化
専攻教授）
清水　幸一（四国学院大学　総合教育センター
教授）
中村　有吾（室戸ジオパーク推進協議会　地理
専門員）
田中　徹（国立室戸青少年自然の家主任企画
指導専門職）
松下　泰山（国立室戸青少年自然の家企画指
導専門職）
谷岡　守（国立室戸青少年自然の家企画指導
専門職）
田中　剛（国立室戸青少年自然の家企画指導
専門職）

高知県室戸市 18時間
令和3年2月6日～
令和3年2月7日

教諭 小・中学校教諭 20,700円 35人
令和2年11月14日～
令和2年12月13日

令02-
70020-
509482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】学習指導・学級経営に生
かす体験活動（国立夜須高原青
少年自然の家）

国立夜須高原青少年自然の家において、外部指導者によ
る「子供を取り巻く教育の現状と課題」「教育課程と体験活
動の関連性」の講話、また、専門家による「野外活動・体験
活動」に関わる講義、「フィールド活動」「野外炊飯」「レクリ
エーション」「ニュースポーツ」の体験活動を通して、体験活
動の教育的意義や指導法等を理解し、教員としての資質・
能力の向上を図るとともに、学校教育における体験活動の
一層の充実を図る。

鈴木　邦治（国立大学法人福岡教育大学　教
授）
北見　靖直（国立阿蘇青少年交流の家次長）
久保　ひろみ（福岡県築上郡築上町教育委員会
教育長）
片山　貞実（国立花山青少年自然の家次長）
池田　孝一（国立夜須高原青少年自然の家事
業推進室長）
上野　修司（国立夜須高原青少年自然の家企
画指導専門職）
平川　崇（国立夜須高原青少年自然の家企画
指導専門職）
白土　智章（国立夜須高原青少年自然の家企
画指導専門職）

福岡県朝倉郡
筑前町

18時間
令和3年3月6日～
令和3年3月7日

教諭 小・中学校教諭 20,400円 50人
令和2年10月27日～

令和3年2月6日

令02-
70020-
509483号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

公益財団法人音
楽鑑賞振興財団

【選択】音鑑・夏の勉強会2020-1

音楽科指導の中で、まだ理解が十分ではない「世界の諸民
族の音楽」の中から、「アンデスの音楽」を取り上げる。アン
デスの音楽の特徴や文化についての講義、演奏のほか、楽
器のワークショップによる体験を通して、アンデスの音楽の
理解を深める。

藤沢　章彦（理事）
東京都世田谷
区

6時間 令和2年8月21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　音楽
科に携わる教諭

7,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年8月2日

令02-
80003-
509484号

03-5717-6885 https://onkan.or.jp/

公益財団法人音
楽鑑賞振興財団

【選択】音鑑・夏の勉強会2020-2

学習指導要領の内容と評価に関する理解を深め、それに基
づいて音楽科の授業の改善と充実を図るため、鑑賞領域に
焦点を当てつつ、基本的な考え方と指導方法を研修する。
グループワークにより、具体的な教材を使って教材研究から
授業づくりについて研修する。

藤沢　章彦（理事）
東京都世田谷
区

12時間
令和2年8月22日～
令和2年8月23日

教諭

小学校、中学校、
義務教育学校

音楽科に携わる
教諭

14,000円 40人
令和2年4月16日～

令和2年8月2日

令02-
80003-
509485号

03-5717-6885 https://onkan.or.jp/
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対象職

種
主な受講対象者

公益財団法人才
能開発教育研究
財団

【選択】人形をつかって楽しいコ
ミュニケーションを！

本講習では、人形が苦手でも大丈夫な、片手を入れて動か
す簡単なハンドパペットを作ります。
そして、自分の作った人形でいろいろお話したり、動作など
を学びます。

和気　瑞江（洗足こども短期大学　幼児教育保
育科非常勤講師）

東京都品川区 6時間 令和2年6月21日 教諭

幼稚園教諭、幼
保認定型こども
園教諭、小学校

教諭

7,000円 40人
令和2年4月17日～
令和2年6月10日

令02-
80004-
509692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】情報活用能力と読解力を
育てる教育

学習指導要領では、情報活用能力向上のため、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。
本講習では、情報活用能力とはどんなものか、また教育実
践における多様な新聞活用の可能性について、朝日新聞
社の専門記者をゲストティーチャ―に迎えて、新聞記事の読
み方や「伝わることば」のまとめ方、情報の大切さと活用法
などの具体的な演習を行います。

吉崎　静夫（理事） 東京都品川区 6時間 令和2年6月21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17日～
令和2年6月10日

令02-
80004-
509693号

03-5741-1311
https://www.sainou.or.j
p

一般社団法人情
報処理学会

【選択】初等中等教育における情
報教育

本講座では、初等中等教育段階における情報教育の目標
やその具体的な内容について取り上げる。特に情報の科学
的な理解に注目し、コンピュータを使わないアクティビティに
よる情報科学の教育手法や、比較的容易にプログラミング
について体験できる処理系を取り上げ、それらを用いた授
業の工夫について実習も交えて紹介する。なお、受講者は
ノートPCを必ず持参すること。

中野　由章（神戸市立科学技術高等学校　教
頭）
中山　泰一（電気通信大学　教授）

京都府京都市
左京区

6時間 令和2年8月7日 教諭

高等学校「情報」
科あるいは中学
校「技術・家庭」
科の教員免許保

持者

6,000円 25人
令和2年4月16日～
令和2年7月15日

令02-
80005-
507545号

03-3518-8372 https://www.ipsj.or.jp/

一般社団法人情
報処理学会

【選択】情報教育・情報入試とプ
ログラミング教育

小・中・高等学校における情報教育の目標やその具体的な
内容について、新学習指導要領や導入が進む大学入試で
の「情報」出題を踏まえて、とくに、情報デザイン、プログラミ
ングによる問題解決のためのアルゴリズムなどを中心に理
解を図る。パソコンで実習しながら、教育に利用可能な各種
プログラミング言語、小学生から扱えるプログラミング教材
Ozobot、人型ピクトグラムを用いたPICTOGRAMMING、大学
入試における「情報」関係の問題にも使われている言語で
学ぶ教育用プログラミング環境WaPENなどを中心に紹介
し、プログラミングと情報教育について考える。

長谷川　聡（名古屋文理大学　教授）
中西　渉（名古屋高等学校　教諭）
井戸坂　幸男（三重県多気郡大台町立宮川小
学校　校長）
和田　勉（長野大学　教授）

愛知県稲沢市 6時間 令和2年12月25日 教諭

小学校、中学校
（技術・家庭）、高
等学校（情報）の

教諭

6,000円 20人
令和2年9月1日～
令和2年11月30日

令02-
80005-
507546号

03-3518-8372 https://www.ipsj.or.jp/

一般社団法人情
報処理学会

【選択】情報の科学の教育とプロ
グラミング教育手法

小・中・高等学校における情報教育の目標やその具体的な
内容について、「情報の科学的理解」を中心に、情報教育の
必要性やその中で学ばれるべきことがらについて、「情報」
が専門でない教員をも対象に含めて理解を図る。コンピュー
タを使わずに情報科学の基礎を学ぶ「コンピュータサイエン
ス・アンプラグド」と、小学校から高校まで教育目的に応じて
利用できるScratch、Viscuit、アルゴロジック、ドリトルなど
「各種教育用プログラミング言語」を中心に、実習を交えて
紹介し、授業での利用について考える。

長谷川　聡（名古屋文理大学　教授）
中西　渉（名古屋高等学校　教諭）
井戸坂　幸男（三重県多気郡大台町立宮川小
学校　校長）
和田　勉（長野大学　教授）

愛知県稲沢市 6時間 令和2年12月26日 教諭

小学校、中学校
（技術・家庭）、高
等学校（情報）の

教諭

6,000円 20人
令和2年9月1日～
令和2年11月30日

令02-
80005-
507547号

03-3518-8372 https://www.ipsj.or.jp/

一般社団法人情
報処理学会

【選択】初等中等教育における情
報教育

本講座では、初等中等教育段階における情報教育の目標
やその具体的な内容について取り上げる。特に情報の科学
的な理解に注目し、コンピュータを使わないアクティビティに
よる情報科学の教育手法や、比較的容易にプログラミング
について体験できる処理系を取り上げ、それらを用いた授
業の工夫について実習も交えて紹介する。

中山　泰一（電気通信大学　教授）
中野　由章（神戸市立科学技術高等学校　教
頭）
野部　緑（大阪府教育センター　指導主事）

大阪府寝屋川
市

6時間 令和2年12月27日 教諭

小学校、中学校
（技術・家庭）、高
等学校（情報）の

教諭

6,000円 50人
令和2年9月1日～
令和2年11月30日

令02-
80005-
507548号

03-3518-8372 https://www.ipsj.or.jp/

一般社団法人情
報処理学会

【選択】プログラミング体験に適し
た処理系とその特徴

授業の中でプログラミングを体験させ、コンピュータの動作
がどのようなものであるかを体感的に理解させることは、情
報教育的にも教養教育的にも有効である。本講座では、比
較的容易にプログラミングやコンピュータの動作について体
験できるような処理系を取り上げ、それらを用いた授業の工
夫について実習も交えて紹介する。

兼宗　進（大阪電気通信大学　教授）
西田　知博（大阪学院大学　教授）
中村　亮太（京都産業大学　非常勤講師）

大阪府寝屋川
市

6時間 令和2年12月28日 教諭

高等学校「情報」
科あるいは中学
校「技術・家庭」
科の教員免許保

持者

6,000円 50人
令和2年9月1日～
令和2年11月30日

令02-
80005-
507549号

03-3518-8372 https://www.ipsj.or.jp/
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種
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一般社団法人情
報処理学会

【選択】高校における情報教育と
情報科の現状

本講座では、高等学校・中等教育学校における情報教育の
目標や、その具体的な内容について議論を行う。特に、入
試における情報科の取扱の現状と今後、情報科教員の養
成・採用・キャリアの現状、そして、2022年から実施される高
等学校学習指導要領の「情報I」「情報II」について重点的に
扱う。中高連携の観点から、中学校の技術科教員にも有用
な内容である。

辰己　丈夫（放送大学　教授），柏木　隆良（神
奈川工科大学　非常勤講師），長嶋　秀幸（東
京大学教育学部附属中等教育学校　教諭），小
原　格（東京都立町田高等学校　指導教諭），
佐藤　義弘（東京都立立川高等学校　指導教
諭），春日井　優（埼玉県立川越南高等学校
教諭），滑川　敬章（千葉県立津田沼高等学校
教頭），田崎　丈晴（東京都中部学校経営支援
センター経営支援室　学校経営支援主事），神
藤　健朗（ドルトン東京学園中等部・高等部　教
諭），能城　茂雄（東京都立三鷹中等教育学校
主幹教諭），谷川　佳隆（千葉県立八千代東高
等学校　主幹教諭），間辺　広樹（神奈川県立
柏陽高等学校　総括教諭），安藤　昇（青山学
院高等部　非常勤講師），久野　靖（電気通信
大学　教授），赤澤　紀子（電気通信大学　共通
教育部・特任准教授），伊藤　一成（青山学院大
学　社会情報学部　准教授）

東京都渋谷区 6時間 令和3年1月4日 教諭

高等学校「情報」
科あるいは中学
校「技術・家庭」
科の教員免許保

持者

6,000円 50人
令和2年9月1日～
令和2年11月30日

令02-
80005-
507550号

03-3518-8372 https://www.ipsj.or.jp/

一般社団法人情
報処理学会

【選択】プログラミング教育の方
法

プログラミング言語で実用に広く使われるのはテキスト型の
言語であるが、その習得が簡単でないことはこれまでの経
験から広く知られている。本講座では、テキスト型言語に適
した教材や授業運営について説明し、またその枠組みによ
るプログラミング教育を実際に体験する。

辰己　丈夫（放送大学　教授），柏木　隆良（神
奈川工科大学　非常勤講師），長嶋　秀幸（東
京大学教育学部附属中等教育学校　教諭），小
原　格（東京都立町田高等学校　指導教諭），
佐藤　義弘（東京都立立川高等学校　指導教
諭），春日井　優（埼玉県立川越南高等学校
教諭），滑川　敬章（千葉県立津田沼高等学校
教頭），田崎　丈晴（東京都中部学校経営支援
センター経営支援室　学校経営支援主事），神
藤　健朗（ドルトン東京学園中等部・高等部　教
諭），能城　茂雄（東京都立三鷹中等教育学校
主幹教諭），谷川　佳隆（千葉県立八千代東高
等学校　主幹教諭），間辺　広樹（神奈川県立
柏陽高等学校　総括教諭），安藤　昇（青山学
院高等部　非常勤講師），久野　靖（電気通信
大学　教授），赤澤　紀子（電気通信大学　共通
教育部　特任准教授）

東京都渋谷区 6時間 令和3年1月5日 教諭

高等学校「情報」
科あるいは中学
校「技術・家庭」
科の教員免許保

持者

6,000円 50人
令和2年9月1日～
令和2年11月30日

令02-
80005-
507551号

03-3518-8372 https://www.ipsj.or.jp/

公益財団法人全
国学校農場協会

【選択】農業実験・実習講習会
「農業と環境」

「次世代農業のイノベーション」について講習を実施する。具
体的には以下の通りである。
〇農産物貿易に伴う農業の変化について
 ・スマート農業化の応用編
 ・センシング技術の有効利用
 ・気象データ活用について
〇HACCP認証施設等の視察

志賀　永一（帯広畜産大学環境農学研究部門
教授）
佐藤　禎稔（帯広畜産大学環境農学研究部門
教授）
木下　林太郎（帯広畜産大学環境農学研究部
門　助教）
木村　賢人（帯広畜産大学環境農学研究部門
准教授）

北海道帯広市 18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月7日

教諭
栄養教

諭

中（技術・家庭
科、理科）高（農
業科・家庭科・理
科）教諭、栄養教

諭

10,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
80008-
507328号

03-3463-7721
http://www.nojokyokai.
or.jp

公益財団法人全
国学校農場協会

【選択】農業実験・実習講習会
「農業と環境」

①農作物の生育に必須な地表水や土壌中の水の水質分析
実験
②地形地質と農作物との関係を見るための野外観察実習
③地域の水生生物とそれを生かした水産業の実際を見るた
めの研究所・企業の見学実習
④圃場の土壌・肥料と植物栄養についての野外観察実習・
化学分析実験

植木　岳雪（千葉科学大学危機管理学部　教
授）
八田　珠郎（千葉科学大学危機管理学部　教
授）
小濱　剛（千葉科学大学危機管理学部　准教
授）
手束　聡子（千葉科学大学危機管理学部　准教
授）

千葉県銚子市 18時間
令和2年8月24日～
令和2年8月28日

教諭
栄養教

諭

中（技術・家庭
科、理科）高（農
業科・家庭科・理
科）教諭、栄養教

諭

10,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
80008-
507329号

03-3463-7721
http://www.nojokyokai.
or.jp
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公益財団法人全
国学校農場協会

【選択】農業実験・実習講習会
「農業と環境」

農業は自然と社会の影響を強く受けて営まれている。その
影響は地域や国内にとどまらず、世界規模で考えるべき課
題を多く抱えている。本講座では、それら課題を考慮しつつ
持続可能な農業を目指す生徒を育てるために、SDGｓ（持続
可能な開発目標）の観点から「農業と環境」をとらえる講義・
実習を行う。またユネスコスクールなどのESD（持続可能な
開発のための教育）実践の現場を学び、農業のように様々
な分野を関連付けながら学ぶ視点を養うため、教科や学科
を横断的につなげるカリキュラムマネジメントの手法も学
ぶ。

渡辺　隆一（信州大学教育学部　特任教授）
藤山　静雄（信州大学理学部　名誉教授）
村上　泰（信州大学繊維学部　教授）
吉谷　純一（信州大学農学部　教授）
三木　敦朗（信州大学農学部　助教）
水谷　瑞希（信州大学教育学部附属志賀自然
教育研究施設　助教）

長野県小諸
市・下高井郡
山ノ内町

18時間
令和2年8月3日～
令和2年8月7日

教諭
栄養教

諭

中(技術・家庭
科、理科）高（農
業科・家庭科・理
科）教諭、栄養教

諭

10,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
80008-
507330号

03-3463-7721
http://www.nojokyokai.
or.jp

公益財団法人全
国学校農場協会

【選択】農業実験・実習講習会
「農業と環境」

以下の内容について講義、実験、実習を行う。
①「MANDARA(GISソフト)を用いた解析実習
②「Gapminder（統計アニメソフト）を用いた世界の人口問題
の理解」
③「地域調査の方法を学ぶ」
④「植物病害の調査法と診断法」
⑤「イネ交配実験」
⑥「オオムギ種子分析」
⑦「PCRによるDNA多型検出」
⑧「機能性成分の抽出と分析」
⑨「食品加工管理の実際　-HACCP、製品検査など」

末吉　秀二（吉備国際大学農学部地域創成農
学科　教授）
森野　真理（吉備国際大学農学部地域創成農
学科　教授）
平井　順（吉備国際大学農学部地域創成農学
科　准教授）
相野　公孝（吉備国際大学農学部地域創成農
学科　教授）
桧原　健一郎（吉備国際大学農学部地域創成
農学科　准教授）
氷見　英子（吉備国際大学農学部地域創成農
学科　准教授）
許　冲（吉備国際大学農学部地域創成農学科
助教）
福田　恵温（吉備国際大学農学部醸造学科　教
授）
井上　守正（吉備国際大学農学部醸造学科教
授）
村上　二朗（吉備国際大学農学部醸造学科　准
教授）
金沢　功（吉備国際大学農学部醸造学科　助
教）
林　将也（吉備国際大学農学部醸造学科　助
教）

兵庫県南あわ
じ市

18時間
令和2年8月24日～
令和2年8月28日

教諭
栄養教

諭

中（技術・家庭
科、理科）高（農
業科・家庭科・理
科）教諭、栄養教

諭

10,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
80008-
507331号

03-3463-7721
http://www.nojokyokai.
or.jp

公益財団法人全
国学校農場協会

【選択】農業実験・実習講習会
「農業と環境」

科目「農業と環境」に関した講習内容とする。
講義、実験・実習①「徳島県における農業」
②「植物の環境応答と分子育種」
③「遺伝子と環境」
④「苺の育種識別」
⑤「バイオマスと環境」
⑥「食と環境」

金丸　芳（徳島大学社会産業理工学研究部生
物資源産業学域　教授）
中村　嘉利（徳島大学社会産業理工学研究部
生物資源産業学域　教授）
刑部　祐里子（徳島大学社会産業理工学研究
部生物資源産業学域　准教授）
三戸　太郎（徳島大学社会産業理工学研究部
生物資源産業学域　准教授）
宮脇　克行（徳島大学社会産業理工学研究部
生物資源産業学域　准教授）
石丸　善康（徳島大学社会産業理工学研究部
生物資源産業学域　助教）

徳島県徳島市 18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月21日

教諭
栄養教

諭

中(技術・家庭
科、理科）高（農
業科・家庭科・理
科）教諭、栄養教

諭

10,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
80008-
507332号

03-3463-7721
http://www.nojokyokai.
or.jp

公益財団法人全
国学校農場協会

【選択】農業実験・実習講習会
「食品化学」「食品製造」「微生物
利用」

「食品の安全性・機能性」のテーマで講義、実験・実習、現場
見学を行う。
１．食品成分の分析について
２．HACCPに基づく食品・食品環境の衛生管理について
３．発酵食品と微生物について
４．食品の開発・加工について
５．食品の安全性、機能性について

山下　博（南九州大学健康栄養学部　教授）
寺原　典彦（南九州大学健康栄養学部　教授）
外山　英男（南九州大学健康栄養学部　教授）
紺谷　靖英（南九州大学健康栄養学部　教授）
中瀬　昌之（南九州大学健康栄養学部　教授）
岡崎　善三（南九州大学健康栄養学部　准教
授）
矢野原　泰士（南九州大学健康栄養学部　准教
授）

宮崎県宮崎市 18時間
令和2年8月17日～
令和2年8月21日

教諭
栄養教

諭

中(技術・家庭
科、理科）高（農
業科・家庭科・理
科）教諭、栄養教

諭

10,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年6月16日

令02-
80008-
507333号

03-3463-7721
http://www.nojokyokai.
or.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

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、子どもの音楽指導に関連して次の３点につい
て講義・演習・ディスカッションを行う。１．「音楽および「表
現」の定義の見直し２．「時間の質」を考慮した場面創出に
ついて３．ピアノの合理的な使用法、適切な伴奏法について

町田　育弥（上田女子短期大学　幼児教育学科
教授）

長野県松本市 6時間 令和2年11月28日 教諭 幼稚園教諭向け 8,000円 150人
令和2年4月16日～

令和2年5月1日

令02-
80011-
509416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

子どもは日々幼稚園の中で生活し遊んでいる。その子ども
の成長発達を支える土台は生活であり遊びであると考え
る。幼稚園の役割としての生活を子どもの視点と教師の視
点から考えていきたい。また遊びについては自発的、自然
発生的に子どもの中に生まれる遊びと教師の提案する遊び
についても考察したい。

飛田　隆（茨城キリスト教大学　文学部児童教
育学科教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年6月21日 教諭 幼稚園教諭向け 7,000円 100人
令和2年4月16日～
令和2年4月30日

令02-
80011-
509417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

本講習は、「社会に開かれた質の高い幼児教育を」を研究
課題として①子どもと共に育つ保育者の専門性の探究（子
ども理解、豊かな遊び等）②愛されて育つ子どもⅠ（子ども
の人権、心の教育、自己肯定感・自尊感情の醸成）③保育
実践（自園の教育・保育課程、実践のための知識等）④子ど
もが育つ家庭や地域（幼保小連携、保護者・地域との連携、
コミュニティ・スクールの取組等）⑤愛されて育つ子どもⅡ
（家庭との連携によるアレルギー対応、食育、食品衛生、食
環境等）などを中心に講義等を行います。

中坪　史典（広島大学大学院　教育学研究科教
育学講座准教授）
原　清治（佛教大学教育学　教授）
川﨑　徳子（山口大学　教育学部准教授）

山口県宇部市 6時間
令和2年7月21日～
令和2年7月22日

教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 100人
令和2年5月25日～

令和2年6月5日

令02-
80011-
509418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

幼稚園教育に携わる教諭の多様なニーズに応じるため4人
の専門家による講座を開設する。最新の専門的な知識・技
能の習得と、今日的な幼稚園教育の課題についての理解を
深めることを目指す。

田代　幸代（共立女子大学　教授）
岡上　直子（國學院大學　兼任講師）
戸田　雅美（東京家政大学　教授）
井上　眞理子（洗足こども短期大学　准教授）

東京都千代田
区

12時間
令和2年6月27日～
令和2年6月28日

教諭 幼稚園教諭向け 15,000円 250人
令和2年4月16日～
令和2年4月21日

令02-
80011-
509419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

三浦先生の講義では、幼児期の子どもの障がい（主に知的
障がい・発達障がい）の特徴とその援助について、気になる
子どもを含めたクラス運営など保育現場で行われるインク
ルーシブな保育について学ぶ。鈴木先生の講義では、最近
の幼児の生活について考えながら、幼稚園教育要領を踏ま
えて保育内容（言葉）を中心に保育の実践力を高める。

三浦　主博（東北生活文化大学　短期大学部教
授）
鈴木　純子（仙台青葉学院短期大学　教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月22日 教諭 幼稚園教諭向け 7,000円 200人
令和2年6月22日～
令和2年6月25日

令02-
80011-
509420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

前田先生の講義では、現代の子育て家庭の特徴と保護者
が抱える諸問題（就労、貧困、育児不安、特別な支援を要す
る子育て 等）を理解し、子どもが健やかに育つための家庭
支援と保育者の役割について考える。氏家先生の講義で
は、幼･保・小の連携がうまくいくための教育のマネジメント
について、幼稚園は保育所や小学校とどのように連携すべ
きか「チーム学校」のマネジメントの考え方を参考に、日頃の
教育内容をどう準備すべきかについて学ぶ。

前田　有秀（尚絅学院大学　准教授）
氏家　靖浩（仙台白百合女子大学　教授）

宮城県東北福
祉大学仙台駅
東口キャンパ
ス

6時間 令和2年8月23日 教諭 幼稚園教諭向け 7,000円 200人
令和2年6月22日～
令和2年6月25日

令02-
80011-
509421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

環境に親しむことから始まる保育を目的として、五感を通し
て自然や環境に親しむ術を学ぶ。また、身近な自然で楽し
める自然体験および自然の発見を楽しむ実習など、体験や
実習を多く取り入れた実践的講習を行う。領域「環境」の指
導法の在り方について考える。

青木　章彦（作新学院大学　女子短期大学部幼
児教育科長）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和2年8月20日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和2年6月1日～
令和2年7月6日

令02-
80011-
509422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

幼児教育及び保育について理解と実践をふり返り、応用力
をつけ現場における現代的な課題に関する知識と理解を得
ることを目指す。また、幼稚園教諭免許状の更新者に焦点
を当てた内容としている。

吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師）
佐藤　公文（北海道教育大学旭川校　非常勤講
師）

北海道室蘭市 6時間 令和2年6月13日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 50人
令和2年4月21日～
令和2年4月28日

令02-
80011-
509423号

03-3237-1957 https://youchien.com/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

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

幼児教育及び保育について理解と実践をふり返り、応用力
をつけ現場における現代的な課題に関する知識と理解を得
ることを目指す。また、幼稚園教諭免許状の更新者に焦点
を当てた内容としている。

吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師）
佐藤　公文（北海道教育大学旭川校　非常勤講
師）

北海道釧路市 6時間 令和2年6月13日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 50人
令和2年4月21日～
令和2年4月28日

令02-
80011-
509424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

幼児教育を取り巻く環境が、目まぐるしい変化する社会を的
確に把握するとともに、秋田先生には、『幼児教育のこれか
ら』と題し、幼児教育の目指すべき方向を学ぶ。中井先生か
らは、『保育の質の向上を求めて』、『協同性を育てる指導に
ついて』と題し、具体的に保育の実践、交流を通じて、教員
の更なる資質向上図る事を目的とした講習を行う。

秋田　喜代美（東京大学　大学院教育研究科
長）
中井　清津子（相愛大学　人間発達学部子ども
発達学科教授）

滋賀県大津市 6時間
令和2年7月30日～
令和2年7月31日

教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 70人
令和2年5月20日～
令和2年6月20日

令02-
80011-
509425号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益社団法人日
本一輪車協会

【選択】一輪車指導者研修会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校及び特別支援学校教諭を対象
にした講習会を開催する。学識経験者による理論指導や当
協会の公認指導員による実技指導などを行う。全教科担当
の小学校及び特別支援学校教諭に体育学習に関する最新
の知見や効果的な指導の在り方についての研修の機会を
提供する。

園山　和夫（元桐蔭横浜大学教授）
塩見　英樹（スポーツ庁政策課・教科調査官）
池田　延行（国士館大学　教授）
本村　清人（育英大学　教授）
高田　彬成（帝京大学　教授）

大阪府池田市 6時間 令和2年7月27日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

2,000円 80人
令和2年4月17日～
令和2年7月17日

令02-
80014-
508962号

03-6458-8131 http://jua-web.org

公益社団法人日
本一輪車協会

【選択】一輪車指導者研修会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校及び特別支援学校教諭を対象
にした講習会を開催する。学識経験者による理論指導や当
協会の公認指導員による実技指導などを行う。全教科担当
の小学校及び特別支援学校教諭に体育学習に関する最新
の知見や効果的な指導の在り方についての研修の機会を
提供する。

園山　和夫（元桐蔭横浜大学教授）
塩見　英樹（スポーツ庁政策課・教科調査官）
池田　延行（国士館大学　教授）
本村　清人（育英大学　教授）
高田　彬成（帝京大学　教授）

三重県亀山市 6時間 令和2年7月30日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

2,000円 80人
令和2年4月17日～
令和2年7月17日

令02-
80014-
508963号

03-6458-8131 http://jua-web.org

公益社団法人日
本一輪車協会

【選択】一輪車指導者研修会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校及び特別支援学校教諭を対象
にした講習会を開催する。学識経験者による理論指導や当
協会の公認指導員による実技指導などを行う。全教科担当
の小学校及び特別支援学校教諭に体育学習に関する最新
の知見や効果的な指導の在り方についての研修の機会を
提供する。

園山　和夫（元桐蔭横浜大学教授）
塩見　英樹（スポーツ庁政策課・教科調査官）
池田　延行（国士館大学　教授）
本村　清人（育英大学　教授）
高田　彬成（帝京大学　教授）

東京都江東区 6時間 令和2年8月6日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

2,000円 80人
令和2年4月17日～
令和2年7月17日

令02-
80014-
508964号

03-6458-8131 http://jua-web.org

公益社団法人日
本一輪車協会

【選択】一輪車指導者研修会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校及び特別支援学校教諭を対象
にした講習会を開催する。学識経験者による理論指導や当
協会の公認指導員による実技指導などを行う。全教科担当
の小学校及び特別支援学校教諭に体育学習に関する最新
の知見や効果的な指導の在り方についての研修の機会を
提供する。

園山　和夫（元桐蔭横浜大学教授）
塩見　英樹（スポーツ庁政策課・教科調査官）
池田　延行（国士館大学　教授）
本村　清人（育英大学　教授）
高田　彬成（帝京大学　教授）

広島県広島市 6時間 令和2年8月11日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

2,000円 80人
令和2年4月17日～
令和2年7月17日

令02-
80014-
508965号

03-6458-8131 http://jua-web.org

公益社団法人日
本一輪車協会

【選択】一輪車指導者研修会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校及び特別支援学校教諭を対象
にした講習会を開催する。学識経験者による理論指導や当
協会の公認指導員による実技指導などを行う。全教科担当
の小学校及び特別支援学校教諭に体育学習に関する最新
の知見や効果的な指導の在り方についての研修の機会を
提供する。

園山　和夫（元桐蔭横浜大学教授）
塩見　英樹（スポーツ庁政策課・教科調査官）
池田　延行（国士館大学　教授）
本村　清人（育英大学　教授）
高田　彬成（帝京大学　教授）

熊本県熊本市 6時間 令和2年8月17日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

2,000円 80人
令和2年4月17日～
令和2年7月17日

令02-
80014-
508966号

03-6458-8131 http://jua-web.org

公益社団法人日
本一輪車協会

【選択】一輪車指導者研修会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校及び特別支援学校教諭を対象
にした講習会を開催する。学識経験者による理論指導や当
協会の公認指導員による実技指導などを行う。全教科担当
の小学校及び特別支援学校教諭に体育学習に関する最新
の知見や効果的な指導の在り方についての研修の機会を
提供する。

園山　和夫（元桐蔭横浜大学教授）
塩見　英樹（スポーツ庁政策課・教科調査官）
池田　延行（国士館大学　教授）
本村　清人（育英大学　教授）
高田　彬成（帝京大学　教授）

宮城県仙台市 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

2,000円 80人
令和2年4月17日～
令和2年7月17日

令02-
80014-
508967号

03-6458-8131 http://jua-web.org
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

公益社団法人日
本地震学会

【選択】ジオパークで学ぶ自然災
害

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。
　本講習では白山手取川ジオパークを題材とし、そのジオサ
イトなどを巡検形式で訪ねながら、大地の成り立ち（活断層
が作る地形的特徴、扇状地や河岸段丘の形成など）とそこ
に含まれる自然災害（地震、洪水、津波など）の要因、過去
の災害事例や防災について解説し、ジオパークを活用した
理科教育、地理教育、防災教育について考えます。なお、受
講は(社)日本地震学会会員を優先し，会員の受講料は割引
価格を適用します。

平松　良浩（金沢大学　理工研究域地球社会基
盤学系教授）
青木　賢人（金沢大学　人間社会研究域人間科
学系准教授）

石川県白山市 6時間 令和2年8月1日 教諭

ジオパークや防
災に関心のある

教諭（校種を問わ
ず）

7,000円 15人
令和2年4月16日～
令和2年6月15日

令02-
80017-
509772号

03-5803-9570 https://www.zisin.jp/

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
⑤

児童生徒に生きる力を身につけさせるため、教育カウンセリ
ングに基づく指導の理念と方法について講義演習を行う。
内容は①構成的グループエンカウンター②サイコエデュ
ケーション（心の教育）の理論と実際③学級経営④発達障害
と愛着障害の理解⑤教育カウンセリングを学校教育に生か
す⑥自己理論である。

水上　和夫（富山県教育委員会　スクールカウ
ンセラー）
加勇田　修士（NPO日本教育カウンセラー協会
理事）
河村　茂雄（早稲田大学教育・総合科学学術院
教授）
米澤　好史（和歌山大学教育学部心理学教室
教授）
大場　浩正（上越教育大学大学院　教授）
諸富　祥彦（明治大学　教授）

富山県富山市 18時間
令和2年12月25日～
令和2年12月27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4月16日～
令和2年11月13日

令02-
80018-
509337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
⑥

児童生徒に生きる力を身につけさせるため、教育カウンセリ
ングに基づく指導の理念と方法について講義演習を行う。
内容は①構成的グループエンカウンターの応用②ソーシャ
ルスキル教育③愛着障害の理解と愛着の問題を抱えるこど
もへの対応④アクティブラーナーを育てる自律教育カウンセ
リング⑤実存主義的アプローチ⑥よりよい学習者を育てるで
ある。

加勇田　修士（NPO日本教育カウンセラー協会
理事）
水上　和夫（富山県教育委員会　スクールカウ
ンセラー）
米澤　好史（和歌山大学教育学部心理学教室
教授）
河村　茂雄（早稲田大学教育・総合科学学術院
教授）
諸富　祥彦（明治大学　教授）
大場　浩正（上越教育大学大学院　教授）

富山県富山市 18時間
令和2年12月25日～
令和2年12月27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4月16日～
令和2年11月13日

令02-
80018-
509338号

03-3941-0211
http://www.toshobunka
.co.jp/workshop/

公益財団法人日
本ボールルーム
ダンス連盟

【選択】JBDFはじめてのボール
ルームダンス（社交ダンス）指導
者養成講習会

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

石川　晋（公益財団法人日本健康スポーツ連盟
副理事長）
大島　寿子（ダンススクール市川　インストラク
ター）
小松　美年子（ダンススタジオステップバイス
テップ　インストラクター）
佐伯　年詩雄（日本ウェルネススポーツ大学
教授）
堀口　宏（桐生白樺舞踊学園　インストラクター）
村田　恭子（ムラタダンススクール　インストラク
ター）

北海道札幌市 20時間

令和2年7月30日～
令和2年7月31日、
令和2年11月14日～
令和2年11月15日

教諭

幼稚園教諭向
け、小学校教諭
向け、中・高等学
校保健体育教諭
向け、特別支援
学校教諭向け

4,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
80020-
507765号

03-5652-7351
(内線： 308)

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

公益財団法人日
本ボールルーム
ダンス連盟

【選択】JBDFはじめてのボール
ルームダンス（社交ダンス）指導
者養成講習会

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

佐伯　年詩雄（日本ウェルネススポーツ大学
教授）
堀口　宏（桐生白樺舞踊学園　インストラクター）
大島　寿子（ダンススクール市川　インストラク
ター）
笠原　一也（公益社団法人日本フォークダンス
連盟　会長）
島　輝子（ダンススタジオサンチェス　インストラ
クター）
村田　恭子（ムラタダンススクール　インストラク
ター）

宮城県仙台市 20時間

令和2年8月17日～
令和2年8月18日、
令和2年10月3日～
令和2年10月4日

教諭

幼稚園教諭向
け、小学校教諭
向け、中・高等学
校保健体育教諭
向け、特別支援
学校教諭向け

4,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
80020-
507766号

03-5652-7351
(内線： 308)

http://www.jbdf.or.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

公益財団法人日
本ボールルーム
ダンス連盟

【選択】JBDFはじめてのボール
ルームダンス（社交ダンス）指導
者養成講習会

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

石川　晋（公益財団法人日本健康スポーツ連盟
副理事長）
島　輝子（ダンススタジオサンチェス　インストラ
クター）
小松　美年子（ダンススタジオステップバイス
テップ　インストラクター）
佐伯　年詩雄（日本ウェルネススポーツ大学
教授）
堀口　宏（桐生白樺舞踊学園　インストラクター）

東京都江東区 20時間

令和2年8月4日～
令和2年8月5日、
令和2年10月17日～
令和2年10月18日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校保健体育
教諭、特別支援

学校教諭

4,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
80020-
507767号

03-5652-7351
(内線： 308)

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

公益財団法人日
本ボールルーム
ダンス連盟

【選択】JBDFはじめてのボール
ルームダンス（社交ダンス）指導
者養成講習会

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

佐伯　年詩雄（日本ウェルネススポーツ大学
教授）
島　輝子（ダンススタジオサンチェス　インストラ
クター）
桜田　まゆ（桜田ダンス教室　インストラクター）
石川　晋（公益財団法人日本健康スポーツ連盟
副理事長）
堀口　宏（桐生白樺舞踊学園　インストラクター）
大島　寿子（ダンススクール市川　インストラク
ター）

静岡県静岡市 20時間

令和2年8月9日～
令和2年8月10日、
令和2年10月24日～
令和2年10月25日

教諭

幼稚園教諭向
け、小学校教諭
向け、中・高等学
校保健体育教諭
向け、特別支援
学校教諭向け

4,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
80020-
507768号

03-5652-7351
(内線： 308)

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

公益財団法人日
本ボールルーム
ダンス連盟

【選択】JBDFはじめてのボール
ルームダンス（社交ダンス）指導
者養成講習会

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

笠原　一也（公益社団法人日本フォークダンス
連盟　会長）
堀口　宏（桐生白樺舞踊学園　インストラクター）
桜田　まゆ（桜田ダンス教室　インストラクター）
佐伯　年詩雄（日本ウェルネススポーツ大学
教授）
大島　寿子（ダンススクール市川　インストラク
ター）
小松　美年子（ダンススタジオステップバイス
テップ　インストラクター）

大阪府大阪市 20時間

令和2年8月21日～
令和2年8月22日、
令和2年11月7日～
令和2年11月8日

教諭

幼稚園教諭向
け、小学校教諭
向け、中・高等学
校保健体育教諭
向け、特別支援
学校教諭向け

4,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
80020-
507769号

03-5652-7351
(内線： 308)

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

公益財団法人日
本ボールルーム
ダンス連盟

【選択】JBDFはじめてのボール
ルームダンス（社交ダンス）指導
者養成講習会

学習指導要領に即した、体育の授業における男女共修のダ
ンスとして、ボールルームダンス（社交ダンス）の指導法を講
習する。「生涯スポーツと学校体育そしてダンス」、「これから
の学習とボールルームダンス」等の講義、ダンス実技・指導
法および、受講生が生徒とし、体験する模擬授業（グループ
指導・授業のまとめとしての発表会、実技試験）等を通じ、学
校教育の中で、豊かな心（共生する力や態度、好ましい人
間関係の醸成等）を育成することを考察する。

佐伯　年詩雄（日本ウェルネススポーツ大学
教授）
堀口　宏（桐生白樺舞踊学園　インストラクター）
笠原　一也（公益社団法人日本フォークダンス
連盟　会長）
島　輝子（ダンススタジオサンチェス　インストラ
クター）
桜田　まゆ（桜田ダンス教室　インストラクター）

福岡県久留米
市

20時間

令和2年7月25日～
令和2年7月26日、
令和2年10月31日～
令和2年11月1日

教諭

幼稚園教諭向
け、小学校教諭
向け、中・高等学
校保健体育教諭
向け、特別支援
学校教諭向け

4,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年6月30日

令02-
80020-
507770号

03-5652-7351
(内線： 308)

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

公益社団法人著
作権情報セン
ター

【選択】教員に必要な著作権の基
礎知識を身につける

　学校運営のコンプライアンスとして必須であるだけではな
く、児童生徒に対する情報モラル教育の一要素として重要
な「著作権」について、教員として必要とされる基礎的な知
識を身につけていただくことを目的とした講習です。
　具体的には、「著作権の基礎知識」「著作権教育の実践－
音楽科の事例－」「学校運営と著作権」「教育にとって著作
権とは－今の学校に期待されるもの－」などの講義を行う予
定です。
　なお、履修認定のための「認定試験」は、講習時間内に実
施します。

上野　達弘（早稲田大学　法学学術院　教授）
大和　淳（福岡教育大学　教育学部　教授）

東京都新宿区 6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

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 100人
令和2年4月16日～
令和2年7月17日

令02-
80023-
508968号

03-5309-2421 http://www.cric.or.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

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）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月8日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 150人
令和2年5月1日～
令和2年7月26日

令02-
80032-
509762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）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月10日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 150人
令和2年5月1日～
令和2年7月26日

令02-
80032-
509763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】すぐに使える学級づくりの
テクニックー社会心理学を活かし
た学級経営のコツー

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」です。
教育相談的手法を生かした集合から集団づくりへ、個を成
長させる集団育成の具体的な方法、社会心理学を生かした
学級経営のコツを紹介します。押さえておきたい生徒との信
頼関係づくり、学級集団の成熟度に合わせた指導のポイン
ト等、集団育成のプロセスや原理をわかりやすく解説しま
す。

神山　貴弥（同志社大学大学院　心理学研究科
教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8月7日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,500円 150人
令和2年5月1日～
令和2年7月26日

令02-
80032-
509764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）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年8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5月1日～
令和2年8月14日

令02-
80032-
509765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）

大阪府大阪市 6時間 令和2年7月27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5月1日～
令和2年7月13日

令02-
80032-
509766号

082-211-1030 http://www.aises.info

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）
佐東　治（東北文教大学短期大学部　子ども学
科教授）

山形県西村山
郡大江町

6時間 令和2年9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

7,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年8月17日

令02-
80035-
509717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）
佐東　治（東北文教大学短期大学部　子ども学
科教授）
福満　博隆（鹿児島大学　教育学部准教授）

鹿児島県鹿児
島市

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

7,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年7月16日

令02-
80035-
509718号

03-3469-0217 http://camping.or.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福井県教育委員
会・福井大学

【選択】教育実践と教育改革Ⅲ－
「教育実践の省察」を深める －

○受講者自身が専門職としてこれまでの教育実践の中で大
切にしてきたこと、試行錯誤しながら取り組んできたこと、そ
の中で考え練り上げてきたことなどを振り返り、記録に残す
とともに、それに基づいて、実践を語り聴き、学校における
協働の意義や教師の同僚性についても考えを広げ、明日の
実践に向けた展望を拓いていく。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中
堅教諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの
受講者を対象とする。

柳澤　昌一（福井大学　大学院福井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科教
授），三田村　彰（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
教授），淵本　幸嗣（福井大学　大学院福井大学・
奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究
科教授），牧田　菊子（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科教授），遠藤　貴広（福井大学　大学院福井
大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開
発研究科准教授），木村　優（福井大学　大学院福
井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職
開発研究科准教授），隼瀬　悠里（福井大学　大学
院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合
教職開発研究科准教授），高阪　将人（福井大学
大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科講師），半原　芳子（福井大学
大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科准教授），新井　豊吉（福井大
学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園
大学連合教職開発研究科准教授），荒木　良子（福
井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳
学園大学連合教職開発研究科准教授），笹原　未来
（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜
聖徳学園大学連合教職開発研究科准教授），廣澤
愛子（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・
岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科准教授），小
嵐　恵子（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大
学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科客員教
授），血原　正純（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
准教授），稲葉　敦（福井大学　大学院福井大学・
奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究
科准教授），森田　史生（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科客員准教授），吉川　喜代江（福井大学　大
学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連
合教職開発研究科客員准教授）

福井県坂井市 6時間 令和2年7月30日 教諭

本県の基本研修
である中堅教諭
等資質向上研修
Ⅰ、中堅教諭等
資質向上研修

Ⅱ、中堅教諭等
資質向上研修Ⅲ
の受講者を対象

とする。

0円 150人
令和2年4月16日～
令和2年4月27日

令02-
90007-
506837号

0776-58-2160
(内線： 232)

http://www.fukui-
c.ed.jp/~fec/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福井県教育委員
会・福井大学

【選択】教育実践と教育改革Ⅲ－
「教育実践の省察」を深める －

○受講者自身が専門職としてこれまでの教育実践の中で大
切にしてきたこと、試行錯誤しながら取り組んできたこと、そ
の中で考え練り上げてきたことなどを振り返り、記録に残す
とともに、それに基づいて、実践を語り聴き、学校における
協働の意義や教師の同僚性についても考えを広げ、明日の
実践に向けた展望を拓いていく。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中
堅教諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの
受講者を対象とする。

柳澤　昌一（福井大学　大学院福井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科教
授），三田村　彰（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
教授），淵本　幸嗣（福井大学　大学院福井大学・
奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究
科教授），牧田　菊子（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科教授），遠藤　貴広（福井大学　大学院福井
大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開
発研究科准教授），木村　優（福井大学　大学院福
井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職
開発研究科准教授），隼瀬　悠里（福井大学　大学
院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合
教職開発研究科准教授），高阪　将人（福井大学
大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科講師），半原　芳子（福井大学
大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科准教授），新井　豊吉（福井大
学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園
大学連合教職開発研究科准教授），荒木　良子（福
井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳
学園大学連合教職開発研究科准教授），笹原　未来
（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜
聖徳学園大学連合教職開発研究科准教授），廣澤
愛子（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・
岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科准教授），小
嵐　恵子（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大
学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科客員教
授），血原　正純（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
准教授），稲葉　敦（福井大学　大学院福井大学・
奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究
科准教授），森田　史生（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科客員准教授），吉川　喜代江（福井大学　大
学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連
合教職開発研究科客員准教授）

福井県越前市 6時間 令和2年8月6日 教諭

本県の基本研修
である中堅教諭
等資質向上研修
Ⅰ、中堅教諭等
資質向上研修

Ⅱ、中堅教諭等
資質向上研修Ⅲ
の受講者を対象

とする。

0円 160人
令和2年4月16日～
令和2年4月27日

令02-
90007-
506838号

0776-58-2160
(内線： 232)

http://www.fukui-
c.ed.jp/~fec/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福井県教育委員
会・福井大学

【選択】教育実践と教育改革Ⅲ－
「教育実践の省察」を深める －

○受講者自身が専門職としてこれまでの教育実践の中で大
切にしてきたこと、試行錯誤しながら取り組んできたこと、そ
の中で考え練り上げてきたことなどを振り返り、記録に残す
とともに、それに基づいて、実践を語り聴き、学校における
協働の意義や教師の同僚性についても考えを広げ、明日の
実践に向けた展望を拓いていく。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中
堅教諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの
受講者を対象とする。

柳澤　昌一（福井大学　大学院福井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科教
授），三田村　彰（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
教授），淵本　幸嗣（福井大学　大学院福井大学・
奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究
科教授），牧田　菊子（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科教授），遠藤　貴広（福井大学　大学院福井
大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開
発研究科准教授），木村　優（福井大学　大学院福
井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職
開発研究科准教授），隼瀬　悠里（福井大学　大学
院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合
教職開発研究科准教授），高阪　将人（福井大学
大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科講師），半原　芳子（福井大学
大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科准教授），新井　豊吉（福井大
学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園
大学連合教職開発研究科准教授），荒木　良子（福
井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳
学園大学連合教職開発研究科准教授），笹原　未来
（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜
聖徳学園大学連合教職開発研究科准教授），廣澤
愛子（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・
岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科准教授），小
嵐　恵子（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大
学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科客員教
授），血原　正純（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
准教授），稲葉　敦（福井大学　大学院福井大学・
奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究
科准教授），森田　史生（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科客員准教授），吉川　喜代江（福井大学　大
学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連
合教職開発研究科客員准教授）

福井県小浜市 6時間 令和2年8月20日 教諭

本県の基本研修
である中堅教諭
等資質向上研修
Ⅰ、中堅教諭等
資質向上研修

Ⅱ、中堅教諭等
資質向上研修Ⅲ
の受講者を対象

とする。

0円 70人
令和2年4月16日～
令和2年4月27日

令02-
90007-
506839号

0776-58-2160
(内線： 232)

http://www.fukui-
c.ed.jp/~fec/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福井県教育委員
会・福井大学

【選択】教育実践と教育改革Ⅲ－
「教育実践の省察」を深める －

○受講者自身が専門職としてこれまでの教育実践の中で大
切にしてきたこと、試行錯誤しながら取り組んできたこと、そ
の中で考え練り上げてきたことなどを振り返り、記録に残す
とともに、それに基づいて、実践を語り聴き、学校における
協働の意義や教師の同僚性についても考えを広げ、明日の
実践に向けた展望を拓いていく。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中
堅教諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの
受講者を対象とする。

柳澤　昌一（福井大学　大学院福井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科教
授），三田村　彰（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
教授），淵本　幸嗣（福井大学　大学院福井大学・
奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究
科教授），牧田　菊子（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科教授），遠藤　貴広（福井大学　大学院福井
大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開
発研究科准教授），木村　優（福井大学　大学院福
井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職
開発研究科准教授），隼瀬　悠里（福井大学　大学
院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合
教職開発研究科准教授），高阪　将人（福井大学
大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科講師），半原　芳子（福井大学
大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科准教授），新井　豊吉（福井大
学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園
大学連合教職開発研究科准教授），荒木　良子（福
井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳
学園大学連合教職開発研究科准教授），笹原　未来
（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜
聖徳学園大学連合教職開発研究科准教授），廣澤
愛子（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・
岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科准教授），小
嵐　恵子（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大
学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科客員教
授），血原　正純（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
准教授），稲葉　敦（福井大学　大学院福井大学・
奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究
科准教授），森田　史生（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科客員准教授），吉川　喜代江（福井大学　大
学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連
合教職開発研究科客員准教授）

福井県坂井市 6時間 令和2年12月28日 教諭

本県の基本研修
である中堅教諭
等資質向上研修
Ⅰ、中堅教諭等
資質向上研修

Ⅱ、中堅教諭等
資質向上研修Ⅲ
の受講者を対象

とする。

0円 100人
令和2年4月16日～
令和2年4月27日

令02-
90007-
506840号

0776-58-2160
(内線： 232)

http://www.fukui-
c.ed.jp/~fec/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

広島文化学園大
学・広島文化学
園短期大学

【選択】幼稚園教育の現代的課
題について

幼稚園教諭を対象とした、主に保育内容・表現に関する指
導技術の充実と、社会の変化とともに要請が高まっている
特別支援教育や食育、絵本の読み聞かせなどの、幼児教
育における今日的課題に対応するために必要な幼稚園教
諭としての専門性の向上をめざす。

野々村　憲（広島文化学園大学　学芸学部子ど
も学科　准教授）
大野呂　浩志（広島文化学園大学　学芸学部子
ども学科　准教授）
佐藤　有紗（広島文化学園短期大学　保育学科
助教）
山下　やよい（広島文化学園短期大学　非常勤
講師）
清見　嘉文（広島文化学園短期大学　保育学科
教授）
三川　明美（広島文化学園短期大学　保育学科
准教授）
矢野下　美智子（広島文化学園短期大学　保育
学科　准教授）

広島県広島市
安佐南区

18時間
令和2年8月26日～
令和2年8月28日

教諭 幼稚園教諭向け 18,000円 70人
令和2年6月8日～
令和2年6月22日

令02-
90022-
507873号

082-239-5171 http://www.hbg.ac.jp

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】言葉の発達と絵本

①育みたい資質・能力など、幼稚園教育要領解説第1章の
内容を講義する。②乳幼児の言葉の獲得とその後の発達に
ついて解説する。③絵本の内容・読み聞かせについて講義
する。④絵本を利用した保育展開を考える。自分の好きな
絵本を1冊持参すること。				

古相　正美（教育学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 140人
令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
90025-
506961号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】新学習指導要領に対応し
た小学校書写指導

令和2年度から完全実施される小学校学習指導要領の内容
を反映させた書写指導の授業づくりについて行う。授業づく
りの際、「主体的・対話的で深い学び」の視点で授業改善を
試み、ICTの効果的な活用の仕方や、日常生活への繋げ方
などについても講義する。

岡田　充弘（教育学部准教授） 福岡県福岡市 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16日～
令和2年5月31日

令02-
90025-
506962号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】初めての協同学習

協同学習の基本的な考え方を理解し、いくつかの技法を体
験的に理解することが本講習の目標です。協同学習とは、
互恵的な協力関係に基づいた相互交流によって、全ての学
習者が成長することを目指すものです。単にグループで学
習することは協同学習ではありません。協同学習の技法の
背景にある理念や原理を理解することによって、教室での
応用ができるようになることを目指します。講習者同士で協
力して協同学習を学ぶ講習です。

野上　俊一（教育学部准教授） 福岡県福岡市 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・高等学

校教諭

6,000円 32人
令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
90025-
506963号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】未来の子どもたちを育て
るために―保育者の連携と共有
―

幼稚園教育要領を踏まえ、未来の子どもたちを育てていくた
めに必要な保育とは何かを考えていきます。また、保育者と
しての自分自身を振り返り、保育者の連携（人間関係）につ
いて事例を通してグループワークを行います。日々の保育
実践の中で、共に保育を共有する大切さを考えていきます。

永渕　美香子（幼児保育学科准教授） 福岡県福岡市 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4月16日～
令和2年5月31日

令02-
90025-
506964号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】日本語の特性と幼児教
育・保育

日本語の特性について他言語との比較を通して学ぶ。ま
た、日本語の特性への理解に基づく保育内容言葉の具体
的展開・絵本を中心とした児童文化財の選定と実演・保護
者対応を含む言語コミュニケーションの実際についても取り
扱う。

川俣　沙織（幼児保育学科講師） 福岡県福岡市 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4月16日～
令和2年5月31日

令02-
90025-
506965号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】これからの音楽の授業と
評価

新学習指導要領の完全実施をむかえ、前半は評価の考え
方を押さえるとともに、デジタル教科書を使った授業の可能
性について学ぶ。また、器楽リコーダーのアンサンブルでソ
プラノ、アルト、テノール、バス等いろいろな種類のリコー
ダーに触れ、リコーダーについての教材研究を深める。後半
は、これから音楽の授業で考えられる「声」を使った音楽づく
りや「音楽ソフト　ボーカロイド」を使った音楽づくり等を取り
入れた題材を紹介しながら、演習を中心に教材研究に取り
組む。

西村　敬子（教育学部准教授） 福岡県福岡市 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16日～
令和2年5月31日

令02-
90025-
506966号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】｢認知症予防と食事につ
いて｣と｢学びのリアリティーを実
感させる『家庭基礎』の授業デザ
イン｣

現在の中高生が高齢期を迎える2065年には、高齢化率が
38.4％に達し、国民の約2.6 人に1人が65歳以上の高齢者と
なると推計されており、大きな社会問題となっていくのが認
知症です。これまでの久山町（福岡県）研究から、認知症予
防のための食事について学び、今後の生活習慣について
考えていきます。新しい学習指導要領で求められている授
業像を追求するため、学びのリアリティーを実感させる「家庭
基礎」の授業デザインを考えていきます。

内田　和宏（栄養科学部准教授）
萩尾　久美子（栄養科学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月24日 教諭
高等学校教諭

（家庭科）
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
90025-
506967号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】発達が気になる子どもの
理解と関わり

近年、障害のある子どもや配慮を必要とする子どもへの対
応やその保護者への対応が、各園での大きなテーマのひと
つになっています。保育者は、そのような子どもや保護者と
どのように向き合えばよいのでしょうか。
本講習では、障害のある子どもを含む発達が気になる子ど
もたちへの保育を行う上での子ども理解や、関わりについて
演習形式で考えていきたいと思います。

吉川　寿美（教育学部講師） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月25日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
90025-
506968号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】運動の楽しさ心地よさを
感じる体育―体ほぐしの運動を
中心に―

運動の楽しさや心地よさを感じる体育活動を目指して、体つ
くり運動系領域の「体ほぐしの運動」を中心に講習を進めま
す。「体ほぐしの運動」とは、体を動かす楽しさや心地よさを
味わうとともに、心と体との関係に気付くこと、仲間と交流す
ることをねらいとし、誰もが楽しめる手軽な運動（遊び）を通
して運動好きになることを目指しています。本講習では、指
導者自らが運動を体験し、そこから感じることを手掛かりに
その効果について考えていきます。

桧垣　淳子（教育学部講師） 福岡県福岡市 6時間 令和2年8月25日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
6,000円 30人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
90025-
506969号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】｢認知症予防と食事につ
いて｣と｢弁当の日を核にした教
科等横断的な『技術･家庭科』授
業の構想｣

現在の中高生が高齢期を迎える2065年には、高齢化率が
38.4％に達し、国民の約2.6 人に1人が65歳以上の高齢者と
なると推計されており、大きな社会問題となっていくのが認
知症です。これまでの久山町（福岡県）研究から、認知症予
防のための食事について学び、今後の生活習慣について
考えていきます。新しい学習指導要領で求められている教
科等横断的な授業を、『弁当の日』を核にして｢技術･家庭
科｣と｢特別活動｣で構想していきます。

内田　和宏（栄養科学部准教授）
萩尾　久美子（栄養科学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年8月25日 教諭
中学校教諭 （技

術･家庭科）
6,000円 20人

令和2年4月16日～
令和2年5月31日

令02-
90025-
506970号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

西南女学院大
学・西南女学院
大学短期大学部

【選択】コミュニケーション能力の
育成に向けた英語授業の改善を
めざして

『グローバル化に対応した英語教育改革の５つの提言』に対
応するためには､一人の教師の努力だけでは困難であり､各
教師の経験知を広く交換し､励まし合いながら授業改善を進
めなければならない。本講習では①「Active Learning for
Student Motivation」 ②「生徒のやる気を引き出す教材・教
室活動」をテーマとして講習を行う。講師と受講生との情報・
意見共有によって、授業活性化の方向性を探りたい。

横溝　紳一郎（西南女学院大学人文学部教授）
マルコム　ロス・スワンソン（西南女学院大学人
文学部教授）

福岡県北九州
市

6時間 令和2年8月18日 教諭
中学校・高等学
校英語教諭向け

6,000円 30人
令和2年4月20日～
令和2年6月26日

令02-
90026-
509464号

093-583-5700
(内線： 412)

http://www.seinan-
jo.ac.jp

西南女学院大
学・西南女学院
大学短期大学部

【選択】学校における養護教諭と
スクールソーシャルワーカーの連
携のあり方

社会構造の複雑化に伴い、子どもを取り巻く環境が大きく変
化してきている。その影響を受け、学校で不適応行動を起こ
している子どもは少なくない。その解決のためには、子ども
への支援だけではなく、その子どもを取り巻く社会的環境に
着目した解決策が必要となってきている。本講では、子ども
を取り巻く社会的背景を理解するとともに、スクールソーシャ
ルワーカーの役割と養護教諭との連携の在り方を解説して
いく。

今村　浩司（西南女学院大学保健福祉学部教
授）
西丸　月美（西南女学院大学保健福祉学部講
師）
高口　恵美（西南女学院大学保健福祉学部講
師）
一期﨑　直美（西南女学院大学保健福祉学部
講師）

福岡県北九州
市

6時間 令和2年8月18日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 30人

令和2年4月20日～
令和2年6月26日

令02-
90026-
509465号

093-583-5700
(内線： 412)

http://www.seinan-
jo.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

西南女学院大
学・西南女学院
大学短期大学部

【選択】食と健康～次世代の健康
づくりを推進するために～

次世代の健康づくりを推進するために、食と健康について次
の視点から解説する。
（１） 健康格差の状況と課題をふまえ、健康寿命延伸へ向け
た学童期からの生活習慣病予防対策（がん教育を含む）に
ついて解説する。
（２） 成長期の子供たちにおける食事について、栄養上の留
意点、現代社会が抱える問題点とその対応策、理想の食事
内容について解説する。

高﨑　智子（西南女学院大学保健福祉学部教
授）
田路　千尋（西南女学院大学保健福祉学部准
教授）
天本　理恵（西南女学院大学保健福祉学部准
教授）
山田　志麻（西南女学院大学保健福祉学部講
師）

福岡県北九州
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 50人
令和2年4月20日～
令和2年6月26日

令02-
90026-
509466号

093-583-5700
(内線： 412)

http://www.seinan-
jo.ac.jp

西南女学院大
学・西南女学院
大学短期大学部

【選択】保育の質の向上と保育者
の専門性

本講習では、2017年3月に改訂された幼稚園教育要領に基
づき、これからの幼児教育に必要な保育内容を考える。幼
児理解を深め、幼児の主体性が育つ遊びを通した保育実践
について、幼児の身体の発達を促すような運動遊びと運動
機能、遊びを促す環境づくりと環境遊びについて学ぶ。

末嵜　雅美（西南女学院大学短期大学部教授）
篠木　賢一（西南女学院大学短期大学部准教
授）
八木　康夫（西南女学院大学保健福祉学部教
授）
阿南　寿美子（西南女学院大学短期大学部准
教授）

福岡県北九州
市

6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年4月20日～
令和2年6月26日

令02-
90026-
509467号

093-583-5700
(内線： 412)

http://www.seinan-
jo.ac.jp

西南女学院大
学・西南女学院
大学短期大学部

【選択】子どもの可能性を広げる
保育者の援助

本講習では、2017年度に改訂された幼稚園教育要領に基
づき、これからの幼児教育に必要な保育内容を考える。幼
児の主体性が育つあそびを通した保育実践について、幼児
のコミュニケーションの発達を促すような音楽あそびと、家庭
から集団活動への移行をサポートするための幼児理解と環
境づくりについて学ぶ。

末成　妙子（西南女学院大学短期大学部教授）
池田　佐輪子（西南女学院大学短期大学部講
師）
山路　麻佳（西南女学院大学短期大学部講師）
阿南　寿美子（西南女学院大学短期大学部准
教授）

福岡県北九州
市

6時間 令和2年8月19日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年4月20日～
令和2年6月26日

令02-
90026-
509468号

093-583-5700
(内線： 412)

http://www.seinan-
jo.ac.jp

名古屋柳城女子
大学・名古屋柳
城短期大学

【選択】満3歳児保育・表現技術
（造形）

満3歳児保育については、制度上ではどのような変遷をた
どって現在に至るか、社会的ニーズの変化に伴ってどのよう
なことが求められているか等を概観したうえで、満3歳児保
育の方法や問題点・その対策などを実践例から考える。表
現技術（造形）では、幼児の絵の特徴（子どもが実際に描い
た絵を基にする）を学び、その支援の在り方を考える。また、
幼児を対象とした「絵あそび」の表現活動も行う。

山本　聡子（名古屋柳城短期大学保育科・講
師）
若杉　雅夫（名古屋柳城短期大学保育科・非常
勤講師）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年7月4日 教諭
幼稚園教諭向け
（現職者優先）

6,000円 70人
令和2年5月11日～
令和2年5月20日

令02-
90031-
509689号

052-841-2635
https://www.ryujo.ac.jp
/gakuin/

名古屋柳城女子
大学・名古屋柳
城短期大学

【選択】保護者支援・表現技術
（身体）

保護者支援については、その必要性の背景にある、今日の
子育て家庭やそれを取り巻く地域・社会の状況を踏まえた
上で、保育現場における保護者支援、保護者対応の在り方
ついて考え、理解を深める。表現技術（身体）では、身体を
使った遊びやイメージを使った遊びの内容および指導法に
ついて演習する。

野崎　真琴（名古屋柳城短期大学保育科・准教
授）
野田　さとみ（名古屋柳城短期大学保育科・教
授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年7月12日 教諭
幼稚園教諭向け
（現職者優先）

6,000円 70人
令和2年5月11日～
令和2年5月20日

令02-
90031-
509690号

052-841-2635
https://www.ryujo.ac.jp
/gakuin/

名古屋柳城女子
大学・名古屋柳
城短期大学

【選択】子どもの発達障がい・表
現技術（音楽）

何らかの特別な支援を必要とする子どもが6.5％いるとする
文部科学省報告（2012）にも示されるように、障害児保育は
特別なものではなくなってきている。本講習では、発達障が
いについての概論と事例を通じて、適切な対応・支援を、受
講生と共に探る。また表現技術（音楽）では、音楽を使った
遊びやイメージを使った遊びの内容および指導法について
演習する。

荻原　はるみ（名古屋柳城短期大学保育科・教
授）
長井　典子（湊川短期大学　幼児教育保育学
科・非常勤講師）

愛知県名古屋
市

6時間 令和2年7月19日 教諭
幼稚園教諭向け
（現職者優先）

6,000円 70人
令和2年5月11日～
令和2年5月20日

令02-
90031-
509691号

052-841-2635
https://www.ryujo.ac.jp
/gakuin/
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