
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和２年度　免許状更新講習　第５回認定(選択必修領域)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

千葉大学
【選択必修】多様な子どもたちの
教育と支援②

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

いじめ及び不登校についての問題状況の理解と学校を中
心とした組織的対応のありかたについて講義する。特に、
いじめ及び不登校のハイリスクを負っている性的マイノリ
ティについて、文部科学省の平成27年4月30日通知や平成
28年4月1日教職員向けパンフに基づいて解説する。また子
どもの貧困の実態とスクールソーシャルワーカーと連携し
た実践例を紹介する。

片岡　洋子（教育学部教授） 千葉県千葉市 6時間 令和2年8月25日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 50人
令和2年6月18日～
令和2年6月23日

令02-
10021-
302831号

043-290-2529
http://menkyokoushin.
chiba-u.jp/

千葉大学
【選択必修】教育の最新事情（美
浜セミナー）

学習指導要領の改訂の
動向等
学校における危機管理上
の課題

本講習では、テキスト（新・教育の最新事情）第８章「２０１７
年告示・学習指導要領の位置と特質」および第１１章「児童
生徒の安全確保と学校における危機管理」の内容を扱う。
内容は以下のとおりである。
第８章①これまでの学習指導要領の流れ、②「前文」の新
設、③資質・能力の強調、④追加された事項、⑤授業時数
の増加とカリキュラム・マネジメント、⑥学習・指導方法とし
ての「主体的・対話的で深い学び」、⑦学習指導要領を理
解する視座
第１１章①児童生徒の安全確保、②学校における危機管理
と課題
なお、本講習は、千葉市教育委員会の管轄する小学校・中
学校及び幼稚園に勤務している教員を対象に優先して開
講する。

真田　清貴（教育学部教授）
沼倉　徹（敬愛短期大学　特任准教授）

千葉県千葉市 6時間 令和2年8月27日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 80人
令和2年6月16日～
令和2年6月23日

令02-
10021-
302832号

043-290-2529
http://menkyokoushin.
chiba-u.jp/

千葉大学 【選択必修】教育の最新事情① 道徳教育

本講習では、テキスト（新・教育の最新事情）第14章「これ
からの道徳教育」の内容を中心に扱う。内容は以下のとお
りである。
道徳性の発達の視点から、幼児教育から小・中学校並びに
高等学校での道徳教育について検討する。
①道徳教育の目指すものと道徳教育（「道徳性の育成」と
幼児期からの連続した道徳教育の必要性について）
②「道徳の教科化」の背景と経緯
③学習指導要領（道徳）の改正点と具体的な授業改善につ
いて
④道徳科の評価について
⑤道徳科の実施にあたって
⑥これからの道徳教育を考える（幼児期～高等学校まで）

土田　雄一（教育学部教授） 千葉県千葉市 6時間 令和2年12月20日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 80人
令和2年11月4日～
令和2年11月11日

令02-
10021-
302833号

043-290-2529
http://menkyokoushin.
chiba-u.jp/

千葉大学
【選択必修】多様な子どもたちの
教育と支援①

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

いじめ及び不登校についての問題状況の理解と学校を中
心とした組織的対応のありかたについて講義する。特に、
いじめ及び不登校のハイリスクを負っている性的マイノリ
ティについて、文部科学省の平成27年4月30日通知や平成
28年4月1日教職員向けパンフに基づいて解説する。また子
どもの貧困の実態とスクールソーシャルワーカーと連携し
た実践例を紹介する。

片岡　洋子（教育学部教授） 千葉県千葉市 6時間 令和2年8月19日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 50人
令和2年6月18日～
令和2年6月23日

令02-
10021-
302834号

043-290-2529
http://menkyokoushin.
chiba-u.jp/

八戸学院大学
【選択必修】学校を巡る状況の変
化と学校における危機管理

学校を巡る近年の状況の
変化
学校における危機管理上
の課題

学校や教育に対する保護者や社会からの評価・要求が厳
しいものとなっています。近年のこのような状況を理解し、こ
れからの学校や教員としての在り方を考えます。
また、災害発生時における児童生徒の安全や安心の確
保、危機管理や命の尊さなどが社会問題となっています。
このような状況を踏まえて、個々の教員及び組織としての
対応方法について考えます。

根城　隆幸（地域経営学部教授） 青森県八戸市 6時間 令和2年8月1日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 50人
令和2年6月16日～

令和2年7月3日

令02-
30030-
302820号

0178-25-2711
(内線： 222)

http://www.hachinohe
-u.ac.jp/

八戸学院大学
【選択必修】教育相談（いじめ・不
登校への対応を含む）

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

今日、多様化する社会の動きの中で、児童・生徒は、学校
や家庭のほかあらゆる場面において多くの問題を抱えてい
る。これらの解決や予防のため、今まで以上に学校での教
育相談の必要性が問われている。本講習では、先生方の
経験を活かし、さらに学校における教育相談の担い手とし
ての役割を理解し、問題行動の理解と具体的な解決策・予
防法、保護者との連携、相談システム、専門機関との連携
等について学び、学校における「教育相談」の意義を多様
的に検討する。また教育活動の本質を学際的アプローチで
考察し、教員としての視野を広め、児童・生徒が充実した生
活を送るための力量を高める学びの機会創出を目的とす
る。

鈴木　俊裕（地域経営学部教授） 青森県八戸市 6時間 令和2年8月1日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 50人
令和2年6月16日～

令和2年7月3日

令02-
30030-
302821号

0178-25-2711
(内線： 222)

http://www.hachinohe
-u.ac.jp/

令和２年度(第５回)認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間

主な受講対象者

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

令和２年度(第５回)認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間

主な受講対象者

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

八戸学院大学
【選択必修】キャリア教育の意義
とその推進

進路指導及びキャリア教
育

キャリア教育の概要を理解するとともに、その定義を押さえ
養うべき能力を明らかにして、キャリア教育がキャリア発達
を支援する教育であることを理解する。特に、その意義や
背景、生きる力や進路指導との関連性、小中高大での連携
や家庭・地域との連携、キャリアデザインと生涯学習社会、
生きることと働くこと、キャリア教育の推進と課題などの観
点から理解を図る。また、キャリア教育の観点から、演習形
式で自校の現状と課題を明らかにし、その改善方策を考え
る。

柴垣　博孝（地域経営学部教授） 青森県八戸市 6時間 令和2年8月1日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 50人
令和2年6月16日～

令和2年7月3日

令02-
30030-
302822号

0178-25-2711
(内線： 222)

http://www.hachinohe
-u.ac.jp/

八戸学院大学
【選択必修】園や学校と、家庭、
地域との連携に求められている
こと

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

この講義では、現代の子育てや子どもを取り巻く家庭環境
の状況について理解し、またその課題について考察するこ
とから始める。さらには、そうした家庭を、教育・保育機関が
どのように支えるべきか、その具体的な取組はどうあるべき
かを考えたい。また、学校教育、家庭教育、教育的資源とし
ての地域社会が連携することが求められているが、そこで
得られる子どもたちの育ちとは何か、教師として得られるも
のは何か、その意義について改めて検証し、確認する時間
とする。

差波　直樹（八戸学院大学短期大学部　幼児
保育学科准教授）

青森県八戸市 6時間 令和2年8月1日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 50人
令和2年6月16日～

令和2年7月3日

令02-
30030-
302823号

0178-25-2711
(内線： 222)

http://www.hachinohe
-u.ac.jp/

八戸学院大学
【選択必修】学校を巡る状況の変
化と学校における危機管理

学校を巡る近年の状況の
変化
学校における危機管理上
の課題

学校や教育に対する保護者や社会からの評価・要求が厳
しいものとなっています。近年のこのような状況を理解し、こ
れからの学校や教員としての在り方を考えます。
また、災害発生時における児童生徒の安全や安心の確
保、危機管理や命の尊さなどが社会問題となっています。
このような状況を踏まえて、個々の教員及び組織としての
対応方法について考えます。

根城　隆幸（地域経営学部教授） 青森県八戸市 6時間 令和2年12月13日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 50人
令和2年6月16日～

令和2年7月3日

令02-
30030-
302824号

0178-25-2711
(内線： 222)

http://www.hachinohe
-u.ac.jp/

八戸学院大学
【選択必修】教育相談（いじめ・不
登校への対応を含む）

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

今日、多様化する社会の動きの中で、児童・生徒は、学校
や家庭のほかあらゆる場面において多くの問題を抱えてい
る。これらの解決や予防のため、今まで以上に学校での教
育相談の必要性が問われている。本講習では、先生方の
経験を活かし、さらに学校における教育相談の担い手とし
ての役割を理解し、問題行動の理解と具体的な解決策・予
防法、保護者との連携、相談システム、専門機関との連携
等について学び、学校における「教育相談」の意義を多様
的に検討する。また教育活動の本質を学際的アプローチで
考察し、教員としての視野を広め、児童・生徒が充実した生
活を送るための力量を高める学びの機会創出を目的とす
る。

鈴木　俊裕（地域経営学部教授） 青森県八戸市 6時間 令和2年12月13日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 50人
令和2年6月16日～

令和2年7月3日

令02-
30030-
302825号

0178-25-2711
(内線： 222)

http://www.hachinohe
-u.ac.jp/

八戸学院大学
【選択必修】キャリア教育の意義
とその推進

進路指導及びキャリア教
育

キャリア教育の概要を理解するとともに、その定義を押さえ
養うべき能力を明らかにして、キャリア教育がキャリア発達
を支援する教育であることを理解する。特に、その意義や
背景、生きる力や進路指導との関連性、小中高大での連携
や家庭・地域との連携、キャリアデザインと生涯学習社会、
生きることと働くこと、キャリア教育の推進と課題などの観
点から理解を図る。また、キャリア教育の観点から、演習形
式で自校の現状と課題を明らかにし、その改善方策を考え
る。

柴垣　博孝（地域経営学部教授） 青森県八戸市 6時間 令和2年12月13日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 50人
令和2年6月16日～

令和2年7月3日

令02-
30030-
302826号

0178-25-2711
(内線： 222)

http://www.hachinohe
-u.ac.jp/

八戸学院大学
【選択必修】園や学校と、家庭、
地域との連携に求められている
こと

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

この講義では、現代の子育てや子どもを取り巻く家庭環境
の状況について理解し、またその課題について考察するこ
とから始める。さらには、そうした家庭を、教育・保育機関が
どのように支えるべきか、その具体的な取組はどうあるべき
かを考えたい。また、学校教育、家庭教育、教育的資源とし
ての地域社会が連携することが求められているが、そこで
得られる子どもたちの育ちとは何か、教師として得られるも
のは何か、その意義について改めて検証し、確認する時間
とする。

差波　直樹（八戸学院大学短期大学部　幼児
保育学科准教授）

青森県八戸市 6時間 令和2年12月13日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 50人
令和2年6月16日～

令和2年7月3日

令02-
30030-
302827号

0178-25-2711
(内線： 222)

http://www.hachinohe
-u.ac.jp/
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

令和２年度(第５回)認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間

主な受講対象者

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

常磐大学
【選択必修】学習指導要領改訂・
法令改正と教育をめぐる今日的
課題

学校を巡る近年の状況の
変化
法令改正及び国の審議
会の状況等

学習指導要領の総則と教科教育を中心にその改訂の動向
と共に、教育基本法および関連法令の改正と国の教育関
連審議会での検討状況等を確認しつつ、子ども・子育て支
援制度、学校・家庭・地域の連携・協働、教育の情報化、学
校安全と危機管理等、教育をめぐる今日的課題に着目して
いきます。

栗原　和弘（人間科学部教育学科助教）
松橋　義樹（人間科学部教育学科助教）
石﨑　ちひろ（常磐短期大学　幼児教育保育学
科助教）
小山田　建太（人間科学部教育学科助教）
武井　一郎（人間科学部教育学科特任教授）

茨城県水戸市 6時間 令和2年11月15日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 160人
令和2年8月26日～
令和2年9月11日

令02-
30063-
302837号

029-232-2867
http://www.tokiwa.ac.j
p/

尚美学園大学
【選択必修】教育相談に活かすカ
ウンセリングの基礎と実践

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

主に中学校での教育相談を念頭に、昨今の子どもたちの
心理的特徴の解説と「いじめ」や「不登校」など複雑化する
生徒のさまざまな問題に取り組む際に役立つカウンセリン
グの知識と技能を修得することを目的とします。「傾聴」や
「共感的理解」といったカウンセリングの基本だけでなく、い
くつかの心理療法の教育場面への応用的活用方法につい
ても取りあげる予定です。

川島　眞（芸術情報学部教授） 埼玉県川越市 6時間 令和2年8月26日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 30人
令和2年6月16日～

令和2年8月7日

令02-
30091-
302818号

049-246-2700
https://www.shobi-
u.ac.jp/

東京情報大学
【選択必修】生徒指導と教育相談
～効果的な支援に向けて～

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

近年学校現場では，「特別な支援を必要とするこども」にか
かわる「対人関係トラブル（いじめ含む）・不登校」といった
課題への対応が必要となってきております。これには「周囲
のこども並びにその保護者」に対するサポートの必要性も
含まれております。本講習では，上述した障害のあるこども
の脳機能と行動特性について解説した上で，「教育相談」を
通した個々人・学級全体・保護者への有効なアプローチを
提案していきます。

後藤　広太郎（東京農業大学　生物産業学部
准教授）

千葉県千葉市 6時間 令和2年8月25日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

教諭 特定しない 6,000円 40人
令和2年6月16日～
令和2年6月26日

令02-
30132-
302815号

043-236-4612 http://www.tuis.ac.jp/

東京情報大学
【選択必修】情報モラル教育 ～
LINE、ネットトラブルに対する心
理教育～

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

社会における情報化が急速に進展する中、誹謗中傷やい
じめといった情報化の影の部分への対応も重要となりま
す。児童生徒のネットワーク上のコミュニケーションの拡大
がコミュニケーション力に影響を与えていることに鑑み、発
達段階に応じた情報モラル教育について心理教育の視点
から学びます。

原田　恵理子（総合情報学部准教授） 千葉県千葉市 6時間 令和2年8月25日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

教諭 特定しない 6,000円 40人
令和2年6月16日～
令和2年6月26日

令02-
30132-
302816号

043-236-4612 http://www.tuis.ac.jp/

東京薬科大学
【選択必修】学校におけるカウン
セリングと特別の支援を必要と
する子どもに対する配慮事項

学習指導要領の改訂の
動向等
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

平成18年度以来通常の学級に特別な支援を必要とする児
童・生徒が増加していることを踏まえ、平成30年度の学習
指導要領改訂の考え方及び改訂点を中心に、従前の５障
害と発達障害について配慮事項を講ずる。
これを通じて、担当する学級及び学校全体における組織的
対応の必要性に関する理解を深めたい。

横田　雅史（帝京平成大学　教授）
東京都八王子
市

6時間 令和2年8月25日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 30人
令和2年6月16日～
令和2年7月20日

令02-
30216-
302873号

042-676-8792
(内線： 2643)

https://www.toyaku.ac.
jp/

星槎大学
【選択必修】いじめ・虐待からの
心の回復をめざす教育相談―レ
ジリエンス（心の回復）入門―

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

いじめや虐待のように長く続く強いストレスを経験しても精
神的にマイナスの影響を受けたままではなく，その状態か
ら健康な心を回復する子どもたちがいる。1990年以降，世
界の教育・心理・精神医学において前例がないほど急速に
集中的な研究と実践が行われた，心の回復現象「レジリエ
ンス」についての講習。レジリエンスのためには何が必要
か，教育は何ができるかを考える。なぜ，日本の教育界で
レジリエンスへの注目が２０年遅れたのだろうか。

仁平　義明（共生科学部専任教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年12月27日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 7,000円 120人
令和2年6月16日～
令和2年11月30日

令02-
30260-
302836号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

富山国際大学
【選択必修】教育の現代的な教
育課題

学校を巡る近年の状況の
変化
学校における危機管理上
の課題

幼稚園教諭（幼稚園教諭免許状を所持する認定こども園及
び保育所・園の保育士を含む）を主な対象とし、現代的な教
育課題として、学校（園）を巡る近年の状況の変化や、学校
（園）における危機管理上の課題について講習します。主な
内容として、地域の国際化と多文化共生教育の必要性や、
幼稚園教育要領改定の動向、また「子ども・子育て支援新
制度」の実施の現状と課題等を実施します。

福島　美枝子（子ども育成学部教授）
松山　友之（子ども育成学部准教授）
本江　理子（子ども育成学部准教授）
竹田　好美（子ども育成学部講師）

富山県富山市 6時間 令和2年8月19日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 80人
令和2年7月6日～
令和2年7月10日

令02-
30304-
302819号

076-436-2570 http://www.tuins.ac.jp/

名古屋文理大学 【選択必修】教育相談
教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

子どもの発達段階に応じて、不登校やいじめ、発達障害な
どの問題を正しく理解し、指導力・対応力の向上を目指すこ
とを目的とする。教師が行う教育相談における基本的態度
（カウンセリングマインド）や傾聴を中心とする「聴く技法」、
教育相談に必要な教師の資質（ストレスマネジメントやコ
ミュニケーション能力）を学び、子どもと保護者を理解し適
切に支援するための臨床心理学的な視点について考えて
いく。

山田　ゆかり（健康生活学部健康栄養学科教
授）

愛知県稲沢市 6時間 令和2年8月19日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 40人
令和2年6月16日～
令和2年6月29日

令02-
30377-
302881号

0587-23-2400
http://www.nagoya-
bunri.ac.jp/
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免許職種、教科
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職務経験等

令和２年度(第５回)認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間

主な受講対象者

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

南山大学
【選択必修】学校・家庭・地域の
連携を考える

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

改訂学習指導要領において「社会に開かれた教育課程」が
示され、学校と（地域）社会との連携・協働が重視されてい
る。本講座では、こうした流れの制度的・理論的背景、及び
具体的な実践事例を学習する。その上で、学級経営・学校
経営のあり方を出発点として、学校・家庭・地域の連携・協
働の必要性及び意義について参加者同士のディスカッショ
ンを通して考える。

米津　直希（教職センター准教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和2年9月5日
小学校
中学校

特定しない 特定しない 6,000円 40人
令和2年6月16日～
令和2年6月23日

令02-
30378-
302828号

052-832-3285
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/

京都橘大学
【選択必修】初等教育の課題と展
望

学校を巡る近年の状況の
変化
学習指導要領の改訂の
動向等

　初等教育をめぐる国際的動向をふまえて、教員としていま
何が求められているのかを考える。その際、戦後の幼稚園
教育要領及び小学校学習指導要領の改訂の基本方針をた
どりながら、その特徴を解説する。さらに、平成29年告示の
『幼稚園教育要領』で示された「幼児期の終わりまでに育っ
てほしい姿」をもとに、実際の子どもの姿を出し合いながら
小学校教育との接続や小学校低学年期の教育のあり方を
考えてみたい。

倉持　祐二（発達教育学部児童教育学科教授）
森　枝美（発達教育学部児童教育学科准教授）

京都府京都市 6時間 令和2年10月25日
幼稚園
小学校

保育教諭・幼稚
園教諭・小学校

教諭向け
特定しない 6,000円 100人

令和2年6月16日～
令和2年7月31日

(備考　一般枠および、
全国認定こども園協会
京都府支部並びに京
都市との連携による推
薦枠を設け、同期間に
それぞれ募集する。)

令02-
30407-
302839号

075-574-4192
http://www.tachibana-
u.ac.jp/

関西外国語大学
【選択必修】今日的教育課題解
決に向けた学校の組織力向上

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

新学習指導要領の完全実施にあたり学校を巡る今日的な
課題（学力向上、生徒指導等）について考察するともに、
チーム学校として様々な課題へどのように対応するか、学
校教育自己診断等を活用した改善の在り方について学ぶ。

浦嶋　敏之（英語キャリア学部教授）
山下　吉信（英語キャリア学部教授）

大阪府枚方市 6時間 令和2年8月8日
小学校
中学校

高等学校
特定しない 特定しない 6,000円 40人

令和2年6月16日～
令和2年6月30日

令02-
30452-
302817号

072-805-2801
(内線： 2608)

http://www.kansaigaid
ai.ac.jp/

甲南女子大学
【選択必修】学習指導要領改訂
の動向と求められる学校と授業

学習指導要領の改訂の
動向等
法令改正及び国の審議
会の状況等

小学校および中学校の新学習指導要領が平成29年3月に
公示された（特別支援学校は平成29年4月、高等学校は平
成30年3月）。中教審答申（平成28年12月）の解説と合わせ
て、改訂のポイントを示すと共に、特に主体的・対話的で深
い学び（アクティブ・ラーニング）による授業改善やカリキュ
ラム・マネジメントの実現による学校改革の考え方や具体
的な取り組みについて、事例を取り上げて解説する。また、
ワークショップを通して、アクティブ・ラーニングのための教
材づくりを体験する。

村川　雅弘（人間科学部　教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月19日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 40人

令和2年6月17日～
令和2年7月8日

(備考　6月17日～6月
19日は、卒業生先行募

集期間)

令02-
30482-
302847号

078-413-3095
http://www.konan-
wu.ac.jp/

甲南女子大学
【選択必修】教育改革の動向と
様々な問題に対する組織的対応
の必要性

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

昨今の学校は、児童生徒を取り巻くさまざまな課題（不登校
防止の指導、発達障害がある児童生徒の指導、いじめ防
止の指導、児童虐待への対応など）や、その起因要因が学
校外にある多数の課題に対峙している。これらの解決には
教員や学校のみの尽力では難しく、家庭や地域社会、関係
機関との連携が不可欠である。本講習では、これらの課題
を近年の状況を踏まえながら解説する。また、これらに直面
した時の教員個人や学校組織の対応、家庭や関係機関の
動きを、具体的な事例をあげながら考察する。

赤井　悟（国際学部　教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月19日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 40人

令和2年6月17日～
令和2年7月8日

(備考　6月17日～6月
19日は、卒業生先行募

集期間)

令02-
30482-
302848号

078-413-3095
http://www.konan-
wu.ac.jp/

南九州大学
【選択必修】学校・家庭並びに地
域の連携及び協働

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

地域におけるつながりの希薄化など、社会状況の変化によ
り保護者の子育てへの不安や孤立感の高まり、児童虐待
や子どもの貧困などの様々な問題が生じています。このよ
うな状況の中、保育・幼児教育の専門機関には、地域に開
かれた施設としての子育て支援機能の充実が求められて
います。
講座では、保育・幼児教育施設と家庭・地域の連携および
協働に関する基本的知識や実践的技法を演習を通して学
びます。

若宮　邦彦（人間発達学部教授） 宮崎県都城市 6時間 令和2年8月12日 幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 40人
令和2年6月16日～
令和2年6月30日

令02-
30600-
302874号

0986-21-2111
(内線： 2112)

http://www.nankyudai.
ac.jp/index.html

南九州大学
【選択必修】子どもの発達とカリ
キュラムマネジメント

免許法施行規則第２条第
1項の表備考第5号に規
定するカリキュラム・マネ
ジメント

各学校においては、学習指導要領、幼稚園教育要領等を
踏まえながら、子どもたちの姿や地域の実情等を考慮し
て、各学校が設定する教育目標を実現するために、どのよ
うな教育課程を編成し、どのようにそれを実施・評価し改善
していくのかという「カリキュラム・マネジメント」の確立が求
められる。本講座では、子どもの心身の発達という観点を
踏まえた「カリキュラム・マネジメント」の在り方について解
説する。

山田　裕司（人間発達学部准教授） 宮崎県都城市 6時間 令和2年8月19日 幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 50人
令和2年6月16日～
令和2年6月30日

令02-
30600-
302875号

0986-21-2111
(内線： 2112)

http://www.nankyudai.
ac.jp/index.html
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

令和２年度(第５回)認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間

主な受講対象者

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

南九州大学
【選択必修】学校・家庭並びに地
域の連携及び協働

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

地域におけるつながりの希薄化など、社会状況の変化によ
り保護者の子育てへの不安や孤立感の高まり、児童虐待
や子どもの貧困などの様々な問題が生じています。このよ
うな状況の中、保育・幼児教育の専門機関には、地域に開
かれた施設としての子育て支援機能の充実が求められて
います。
講座では、保育・幼児教育施設と家庭・地域の連携および
協働に関する基本的知識や実践的技法を演習を通して学
びます。

若宮　邦彦（人間発達学部教授） 宮崎県都城市 6時間 令和2年8月28日 幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 40人
令和2年6月16日～
令和2年6月30日

令02-
30600-
302876号

0986-21-2111
(内線： 2112)

http://www.nankyudai.
ac.jp/index.html

南九州大学
【選択必修】学校・家庭並びに地
域の連携及び協働

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

地域におけるつながりの希薄化など、社会状況の変化によ
り保護者の子育てへの不安や孤立感の高まり、児童虐待
や子どもの貧困などの様々な問題が生じています。このよ
うな状況の中、保育・幼児教育の専門機関には、地域に開
かれた施設としての子育て支援機能の充実が求められて
います。
講座では、保育・幼児教育施設と家庭・地域の連携および
協働に関する基本的知識や実践的技法を演習を通して学
びます。

若宮　邦彦（人間発達学部教授） 宮崎県延岡市 6時間 令和2年8月5日 幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 40人
令和2年6月16日～
令和2年6月30日

令02-
30600-
302877号

0986-21-2111
(内線： 2112)

http://www.nankyudai.
ac.jp/index.html

南九州大学
【選択必修】子どもの発達とカリ
キュラムマネジメント

免許法施行規則第２条第
1項の表備考第5号に規
定するカリキュラム・マネ
ジメント

各学校においては、学習指導要領、幼稚園教育要領等を
踏まえながら、子どもたちの姿や地域の実情等を考慮し
て、各学校が設定する教育目標を実現するために、どのよ
うな教育課程を編成し、どのようにそれを実施・評価し改善
していくのかという「カリキュラム・マネジメント」の確立が求
められる。本講座では、子どもの心身の発達という観点を
踏まえた「カリキュラム・マネジメント」の在り方について解
説する。

山田　裕司（人間発達学部准教授） 宮崎県延岡市 6時間 令和2年8月18日 幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 60人
令和2年6月16日～
令和2年6月30日

令02-
30600-
302878号

0986-21-2111
(内線： 2112)

http://www.nankyudai.
ac.jp/index.html

南九州大学
【選択必修】子どもの発達とカリ
キュラムマネジメント

免許法施行規則第２条第
1項の表備考第5号に規
定するカリキュラム・マネ
ジメント

各学校においては、学習指導要領、幼稚園教育要領等を
踏まえながら、子どもたちの姿や地域の実情等を考慮し
て、各学校が設定する教育目標を実現するために、どのよ
うな教育課程を編成し、どのようにそれを実施・評価し改善
していくのかという「カリキュラム・マネジメント」の確立が求
められる。本講座では、子どもの心身の発達という観点を
踏まえた「カリキュラム・マネジメント」の在り方について解
説する。

山田　裕司（人間発達学部准教授）
宮崎県えびの
市

6時間 令和2年8月7日 幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 60人
令和2年6月16日～
令和2年6月30日

令02-
30600-
302879号

0986-21-2111
(内線： 2112)

http://www.nankyudai.
ac.jp/index.html

南九州大学
【選択必修】学校・家庭並びに地
域の連携及び協働

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

地域におけるつながりの希薄化など、社会状況の変化によ
り保護者の子育てへの不安や孤立感の高まり、児童虐待
や子どもの貧困などの様々な問題が生じています。このよ
うな状況の中、保育・幼児教育の専門機関には、地域に開
かれた施設としての子育て支援機能の充実が求められて
います。
講座では、保育・幼児教育施設と家庭・地域の連携および
協働に関する基本的知識や実践的技法を演習を通して学
びます。

若宮　邦彦（人間発達学部教授）
宮崎県えびの
市

6時間 令和2年8月19日 幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 40人
令和2年6月16日～
令和2年6月30日

令02-
30600-
302880号

0986-21-2111
(内線： 2112)

http://www.nankyudai.
ac.jp/index.html

佐野日本大学短
期大学

【選択必修】教育相談の現代的
課題

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

子どもや保護者を取り巻く社会状況を踏まえ、心の問題の
現状やいじめ、不登校などについて考える。教育相談に関
する基礎理論と子どもの心の問題を早期に気づき解決して
いくための対応や方法について解説する。更に、各問題発
生をどのように把握し、情報取集し、関係機関やスクール
ソーシャルワーカーとの連携や初期対応のあり方、子ども
や保護者の心にどのように寄り添うか等について、グルー
プディスカッションやロールプレイを通して考えを深める。

小竹　仁美（総合キャリア教育学科准教授）
大熊　信成（総合キャリア教育学科教授）

栃木県佐野市 6時間 令和2年8月25日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 70人

令和2年6月22日～
令和2年7月10日

(備考　卒業生先行募
集：6月22日～6月30日
一般募集：7月6日～7

月10日)

令02-
35047-
302814号

0283-21-1200
http://www.sanotan.jp
/index.html

育英短期大学
【選択必修】教育の情報化とＩＣＴ
の知識・技術

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

本講座は、幼稚園教諭を受講対象とし、幼稚園教諭とし
て、現場で活用できるＩＣＴの知識と技術について学びます。
具体的には、コンピュータやネットワークのしくみ、情報倫理
など情報社会に必要不可欠な知識を深め、ＰＣやネット
ワークを使った実習を通して、教材の作成や効率的な校務
処理について実践的に学習します。また、国の政策である
教育の情報化や小学校で導入されるプログラミング教育に
ついて解説します。

周東　聡子（保育学科教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月21日 幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 50人
令和2年7月17日～
令和2年7月31日

令02-
35048-
302844号

027-352-1981
https://www.ikuei-
g.ac.jp/
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

令和２年度(第５回)認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間

主な受講対象者

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

育英短期大学
【選択必修】小学校以降の生活
や学習につなげる幼稚園教育に
ついて

学校を巡る近年の状況の
変化
学習指導要領の改訂の
動向等

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重
要なものであり、予測不可能な未来に向けて、質の高い教
育・保育への期待が高まっている。本講座では、幼稚園教
育要領改訂の趣旨から、求められている幼稚園教育の在り
方を確認する。その上で、改訂のポイントである「幼稚園教
育において育みたい資質・能力」や「小学校教育との円滑
な接続」について、事例を基に再考していく。

坂口　淳子（保育学科教授） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月21日 幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 100人
令和2年7月17日～
令和2年7月31日

令02-
35048-
302845号

027-352-1981
https://www.ikuei-
g.ac.jp/

育英短期大学
【選択必修】保育現場における安
全教育について

学校における危機管理上
の課題

幼児期の事故や怪我は子どもの発達上避けては通れない
道であり、年齢・四季・性別等によって事故や怪我の内容も
異なってくる。本講座では、幼児期に発生しやすい事故や
怪我の種類などの実態把握を行い、保育現場に求められ
る安全教育を中心に取り上げ、学校安全の考え方、指導方
法、保護者対応について学習していく。

望月　文代（育英大学　児童教育専攻講師） 群馬県高崎市 6時間 令和2年8月21日 幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 150人
令和2年7月17日～
令和2年7月31日

令02-
35048-
302846号

027-352-1981
https://www.ikuei-
g.ac.jp/

千葉明徳短期大
学

【選択必修】幼稚園を巡る近年の
状況の変化について

学校を巡る近年の状況の
変化

選択必修領域として取り扱う事項のうち、「学校を巡る近年
の状況の変化」について、幼稚園を中心として考える。その
中で、このところクローズアップされている子どもの貧困問
題についてその現状と課題を検討する。また、虐待等子ど
もに関わる社会問題から、改めて子どもの権利について考
える。

金子　重紀（保育創造学科教授）
山野　良一（沖縄大学　人文学部福祉文化学
科教授）

千葉県千葉市
中央区

6時間 令和2年8月25日 幼稚園 幼稚園教諭向け 特定しない 6,510円 80人
令和2年6月17日～
令和2年6月24日

令02-
35075-
302838号

043-265-1613
(内線： 366)

http://www.chibameito
ku.ac.jp/tandai/

湊川短期大学
【選択必修】学校園における今日
的な教育課題と対応

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

子どもの問題・課題が複雑化・多様化するなかで，教育を
めぐる問題について解説，検討する。子どもの生活や学び
の実態を踏まえた教員の課題を明らかにする。また，家庭・
地域連携の立場から，組織の在り方と対応，保護者への支
援と教育相談について最新の知見に基づき講義する。

野﨑　洋司（幼児教育保育学科教授）
田邉　哲雄（幼児教育保育学科教授）

兵庫県三田市 6時間 令和2年8月7日
幼稚園
小学校

幼稚園教諭・小
学校教諭・養護

教諭向け
特定しない 6,000円 100人

令和2年6月22日～
令和2年6月30日

令02-
35245-
302840号

079-568-1858
https://www.minatoga
wa.ac.jp/

東筑紫短期大学
【選択必修】学習指導要領の動
向と幼稚園における危機管理

学習指導要領の改訂の
動向等
学校における危機管理上
の課題

この講義は、更新講習の意義を学ぶとともに、幼稚園教育
の基本などについて理解することを目的とする。そこで幼稚
園教育要領（平成20年告示と平成29年告示）を比較対照し
ながら、改訂・新設の要点を解説し、特に「幼児期の終わり
までに育ってほしい姿」の評価方法や重要性を具体的な事
例を通して考える。また、昨今の社会状況を踏まえた「危機
管理」について学び、幼児にとって「命の畏敬」やその為の
安心・安全な教育環境の必要性を再認識する。

木本　節子（保育学科　特任教授）
釘原　直樹（食物栄養学科　教授）

福岡県北九州
市

6時間 令和2年8月4日 幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 80人
令和2年6月16日～
令和2年6月22日

令02-
35294-
302835号

093-561-2060
(内線： 283)

http://www.hcc.ac.jp/

倉敷市教育委員
会

【選択必修】学校園を巡る近年の
状況の変化・学習指導要領の改
訂の動向等

学校を巡る近年の状況の
変化
学習指導要領の改訂の
動向等

・近年の学校園を巡る状況の変化を，保育・教育現場の実
態や経験を踏まえて理解し，今後の保育・教育の方向性や
課題について検討する。
・「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」の改訂の動向を学ぶことによ
り，幼児教育の専門性や共通性,また，小学校以降の教育
への道筋を理解する。

木戸　啓子（倉敷市立短期大学　保育学科教
授）
瀧澤　依子（倉敷市立短期大学　非常勤講師）

岡山県倉敷市 6時間 令和2年8月1日 幼稚園 保育教諭向け 特定しない 0円 60人

令和2年6月16日～
令和2年7月15日

(備考　市内公立認定こ
ども園の教員を対象と
するため，一般募集は

行いません。)

令02-
50660-
302829号

086-426-3367
一般募集を行わない
ため

倉敷市教育委員
会

【選択必修】学校園を巡る近年の
状況の変化・学習指導要領の改
訂の動向等

学校を巡る近年の状況の
変化
学習指導要領の改訂の
動向等

・近年の学校園を巡る状況の変化を，保育・教育現場の実
態や経験を踏まえて理解し，今後の保育・教育の方向性や
課題について検討する。
・「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」の改訂の動向を学ぶことによ
り，幼児教育の専門性や共通性,また，小学校以降の教育
への道筋を理解する。

木戸　啓子（倉敷市立短期大学　保育学科教
授）
瀧澤　依子（倉敷市立短期大学　非常勤講師）

岡山県倉敷市 6時間 令和2年10月25日 幼稚園 保育教諭向け 特定しない 0円 60人

令和2年6月16日～
令和2年7月15日

(備考　市内公立認定こ
ども園の教員を対象と
するため，一般募集は

行いません。)

令02-
50660-
302830号

086-426-3367
一般募集を行わない
ため

公益財団法人才
能開発教育研究
財団

【選択必修】情報教育と情報モラ
ル(幼稚園教諭向け)

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

幼稚園教諭向けの選択必修講習です。
幼稚園では、ICTを活用した授業がこれからどんどん広まっ
ていきます。また、そのことによって今まで気にしなかったモ
ラルやセキュリティの問題も多く発生します。
本講習では、これからの情報社会に必要とされる情報教育
の指導とモラル授業を学びます。

堀田　博史（園田学園女子大学　人間健康学
部教授）

大阪府吹田市 6時間 令和2年8月8日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 50人
令和2年6月17日～
令和2年7月22日

令02-
80004-
302849号

03-5741-1311
https://www.sainou.or.j
p
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

令和２年度(第５回)認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間

主な受講対象者

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

公益財団法人才
能開発教育研究
財団

【選択必修】情報教育と情報モラ
ル

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

ICTを活用した授業や教育はさらに一般化し、すべての教
科・科目で使われることになっています。単に授業にICT機
器を持ち込むだけでなく、その意味や効果、マイナス面も
知って取り組む必要があります。また、そのことによって今
まで顕在化しなかった情報モラルやセキュリティの問題も多
く発生します。
本講習では、これからの情報社会に必要とされる情報教育
の指導とモラル教育のありかたを学びます。

吉崎　静夫（理事）
榎本　竜二（聖心女子大学　非常勤講師）

大阪府吹田市 6時間 令和2年8月29日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

特定しない 6,000円 50人
令和2年6月17日～
令和2年8月11日

令02-
80004-
302850号

03-5741-1311
https://www.sainou.or.j
p

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
学習指導要領の改訂の
動向等

本講習では、「幼稚園を巡る近年の状況の変化」「幼稚園
教育要領の改訂の動向等」について、最新の知識・技能の
修得と今日的な教育課題の理解を深めることを目指す。な
お、本講習は10月3日開催の必修講習と連続して行うもの
です。

奧山　優佳（東北文教大学　短期大学部教授）
佐久間　美智雄（東北文教大学　短期大学部
准教授）

山形県山形市 6時間 令和2年10月4日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 60人
令和2年8月17日～
令和2年8月21日

令02-
80011-
302859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

【選択必修】教育の最新事情

学習指導要領の改訂の
動向等
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

社会の急速な変動の中で幼児教育をめぐる状況も大きく動
き、幼稚園が果たすべき役割や期待も変化している。講習
では、幼稚園教育要領等の改訂の動向を捉えた上で、今
後の幼児教育を展望する。その上で、園運営や園と家庭・
小学校・地域社会との連携等に関わる問題への組織的対
応の必要性について理解を深め、園内研修を主軸に置き
ながらそれら諸問題への対応の具体を検討する。なお、本
講習は８月８日開催の必修講習と連続して行うものです。

横山　真貴子（奈良教育大学　教授） 奈良県奈良市 6時間 令和2年8月9日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 150人
令和2年6月16日～
令和2年6月23日

令02-
80011-
302860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

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
学校における危機管理上
の課題

幼稚園・認定こども園などを巡る近年の課題は大変大きく
なるだけでなく社会的な注目を集めている。そのような中
で、保護者からの要望の高さや子どもに対応する難しさな
どが保育現場では課題とされている。また、園の安全に対
する管理が必要なのは当然であり、その中で具体的な保護
者対応や園としての発信の課題がある。本講座では上記
の課題解決に向けて必要な園としての在り方、更に保育者
の意識の方向性などについて具体的に検討したい。なお、
本講習は8月4日開催の必修講習と連続して行うものです。

若月　芳浩（玉川大学　教育学部乳幼児発達
学科教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月3日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 240人
令和2年6月17日～
令和2年6月20日

令02-
80011-
302861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

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

日本における伝統的な子育て観について、地理的、文化
的、道徳的な背景を含めた講義を行う。後半は、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・
保育要領の改訂に伴う動向をもとに、急激な変化が予想さ
れる未来に、必要とされる人材について考察を加える。ま
た、子どもとの関わりや、幼稚園運営に関する組織論につ
いても、脳科学や、内発的動機づけなどの心理学に関する
新たな知見を取り入れて講義する。なお、本講習は8月6日
の必修講習と連続して行うものです。

橋本　弘道（鶴見大学　短期大学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月7日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 100人
令和2年6月17日～
令和2年6月20日

令02-
80011-
302862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

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
法令改正及び国の審議
会の状況等

教育基本法・学校教育法の改正ポイントを視点に、「認定こ
ども園」「義務教育学校」「特別支援学校」について詳説す
ると同時に、幼稚園・認定こども園が担うべき国家政策「子
育て支援」の役割を論じる。多様な子どもが利用する幼児
教育の現場では、幼児理解の重要性は増してきている。そ
こで具体的な実践事例の検討とディスカッションを中心に、
幼児理解の実際を検討する。なお、本講習は8月8日開催
の必修講習と連続して行うものです。

久保田　力（相模女子大学　教授）
角田　雅昭（相模女子大学　准教授）

神奈川県相模
原市

6時間 令和2年8月9日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 200人
令和2年6月17日～
令和2年6月20日

令02-
80011-
302863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

【選択必修】教育の最新事情

育成を目指す資質及び
能力を育むための主体
的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善

本講習では、「学習指導要領等に基づき育成すべき資質及
び能力を育むための習得、活用及び探求の学習過程を見
通した指導法の工夫及び改善」の2つの事項について、教
員に求められる最新の知識・技能の修得を目指す。なお、
本講習は8月28日開催の必修講習と連続して行うもので
す。

鈴木　正敏（兵庫教育大学　准教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和2年8月27日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和2年6月16日～
令和2年6月30日

令02-
80011-
302864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

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組
織的対応の必要性」の２項目について、幼稚園教諭に求め
られる最新の知識の修得と今日的な教育的課題について
の理解を深めることを目指す。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。なお、本講習は8月
22日開催の必修講習と連続して行うものです。

氏原　陽子（くしろせんもん学校　こども環境学
科専任講師）
吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師）

北海道札幌市 6時間 令和2年8月23日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 100人
令和2年6月16日～
令和2年6月23日

令02-
80011-
302865号

03-3237-1957 https://youchien.com/
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

令和２年度(第５回)認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間

主な受講対象者

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組
織的対応の必要性」の２項目について、幼稚園教諭に求め
られる最新の知識の修得と今日的な教育的課題について
の理解を深めることを目指す。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。なお、本講習は8月
22日開催の必修講習と連続して行うものです。

氏原　陽子（くしろせんもん学校　こども環境学
科専任講師）
吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師）

北海道室蘭市 6時間 令和2年8月23日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 50人
令和2年6月16日～
令和2年6月23日

令02-
80011-
302866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

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組
織的対応の必要性」の２項目について、幼稚園教諭に求め
られる最新の知識の修得と今日的な教育的課題について
の理解を深めることを目指す。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。なお、本講習は8月
22日開催の必修講習と連続して行うものです。

氏原　陽子（くしろせんもん学校　こども環境学
科専任講師）
吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師）

北海道名寄市 6時間 令和2年8月23日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 50人
令和2年6月16日～
令和2年6月23日

令02-
80011-
302867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

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組
織的対応の必要性」の２項目について、幼稚園教諭に求め
られる最新の知識の修得と今日的な教育的課題について
の理解を深めることを目指す。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。なお、本講習は8月
22日開催の必修講習と連続して行うものです。

氏原　陽子（くしろせんもん学校　こども環境学
科専任講師）
吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師）

北海道北見市 6時間 令和2年8月23日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 50人
令和2年6月16日～
令和2年6月23日

令02-
80011-
302868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

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組
織的対応の必要性」の２項目について、幼稚園教諭に求め
られる最新の知識の修得と今日的な教育的課題について
の理解を深めることを目指す。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。なお、本講習は8月
22日開催の必修講習と連続して行うものです。

氏原　陽子（くしろせんもん学校　こども環境学
科専任講師）
吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師）

北海道函館市 6時間 令和2年8月23日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 100人
令和2年6月16日～
令和2年6月23日

令02-
80011-
302869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

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組
織的対応の必要性」の２項目について、幼稚園教諭に求め
られる最新の知識の修得と今日的な教育的課題について
の理解を深めることを目指す。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。なお、本講習は8月
22日開催の必修講習と連続して行うものです。

氏原　陽子（くしろせんもん学校　こども環境学
科専任講師）
吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師）

北海道稚内市 6時間 令和2年8月23日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 50人
令和2年6月16日～
令和2年6月23日

令02-
80011-
302870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

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組
織的対応の必要性」の２項目について、幼稚園教諭に求め
られる最新の知識の修得と今日的な教育的課題について
の理解を深めることを目指す。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。なお、本講習は8月
22日開催の必修講習と連続して行うものです。

氏原　陽子（くしろせんもん学校　こども環境学
科専任講師）
吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師）

北海道帯広市 6時間 令和2年8月23日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 50人
令和2年6月16日～
令和2年6月23日

令02-
80011-
302871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

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組
織的対応の必要性」の２項目について、幼稚園教諭に求め
られる最新の知識の修得と今日的な教育的課題について
の理解を深めることを目指す。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。なお、本講習は8月
22日開催の必修講習と連続して行うものです。

氏原　陽子（くしろせんもん学校　こども環境学
科専任講師）
吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師）

北海道釧路市 6時間 令和2年8月23日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 50人
令和2年6月16日～
令和2年6月23日

令02-
80011-
302872号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】子どもの発達と愛
着ー肯定的関わりのスキル

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

自信がない子、信頼を築くのが難しい子が増えていません
か。このような子どもの背景には、発達や愛着に課題を抱
えていることがあります。発達心理学を生かした子ども理解
や，発達障害・愛着障害について解説し、具体的な対応の
あり方を事例を通して演習します。子どもの愛着形成や発
達のプロセスの視点をもって、いじめや不登校などを生まな
い集団づくりについて学べる講座です。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）
山崎　茜（広島大学大学院　教育学研究科教
職開発講座講師）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
302851号

082-211-1030 http://www.aises.info
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

令和２年度(第５回)認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間

主な受講対象者

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】今日からすぐ使える
集団づくり・学級経営ーピア・サ
ポートの視点を踏まえて

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

学校改革に定評のある講師による「すぐに使える学級づくり
テクニック講座」です。子どもの心をとらえる集団づくり、個
を成長させる集団育成の具体的な方法、学級経営のコツ満
載の講座です。ピアサポートとは、人間関係づくりや学級経
営に最も有効なプログラムです。生徒との信頼関係づくり、
年間を通した集団育成のプロセスや原理を楽しくわかりや
すく解説します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）
金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学
研究科教授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
302852号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】学びが育つ協同学
習の理論と実践ーUDL（学びの
ユニバーサルデザイン）の視点
を踏まえて

育成を目指す資質及び
能力を育むための主体
的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善

協同学習では、主体的・対話的な深い学びを実現し、学力
向上や学びの質の向上に効果が実証されています。心理
教育と授業づくりの視点から、子どものコミュニケーションを
促進する協同学習の授業づくりについて分かり易く解説し
ます。また、すべての子どもが安心して学べるUDLを取り入
れ、基礎的環境整備や子どもの理解と支援方策などについ
ても演習を通して実践的に学べます。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学
研究科教授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
302853号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】特別支援教育の視
点を活かした生徒指導

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

特別支援教育と教育相談・生徒指導の関係を解説します。
特別支援の視点をベースに、子どもの理解の方法、個別の
教育的ニーズの把握の仕方について学び、生徒指導に活
かしていきます。また、様々な事例を通して、子どもの成長
を支援するために必要な、環境整備や合理的配慮など具
体的な支援の方策、個別の指導計画作成についても演習
を通して学びます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
302854号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】特別支援教育の視
点を活かした生徒指導

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

特別支援教育と教育相談・生徒指導の関係を解説します。
特別支援の視点をベースに、子どもの理解の方法、個別の
教育的ニーズの把握の仕方について学び、生徒指導に活
かしていきます。また、様々な事例を通して、子どもの成長
を支援するために必要な、環境整備や合理的配慮など具
体的な支援の方策、個別の指導計画作成についても演習
を通して学びます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年7月16日～
令和2年8月30日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和2年6月16日～
令和2年7月15日

令02-
80032-
302855号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】学びが育つ協同学
習の理論と実践ーUDL（学びの
ユニバーサルデザイン）の視点
を踏まえて

育成を目指す資質及び
能力を育むための主体
的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善

協同学習では、主体的・対話的な深い学びを実現し、学力
向上や学びの質の向上に効果が実証されています。心理
教育と授業づくりの視点から、子どものコミュニケーションを
促進する協同学習の授業づくりについて分かり易く解説し
ます。また、すべての子どもが安心して学べるUDLを取り入
れ、基礎的環境整備や子どもの理解と支援方策などについ
ても演習を通して実践的に学べます。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学
研究科教授）

インターネット 6時間
令和2年7月16日～
令和2年8月30日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和2年6月16日～
令和2年7月15日

令02-
80032-
302856号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】今日からすぐ使える
集団づくり・学級経営ーピア・サ
ポートの視点を踏まえて

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

学校改革に定評のある講師による「すぐに使える学級づくり
テクニック講座」です。子どもの心をとらえる集団づくり、個
を成長させる集団育成の具体的な方法、学級経営のコツ満
載の講座です。ピアサポートとは、人間関係づくりや学級経
営に最も有効なプログラムです。生徒との信頼関係づくり、
年間を通した集団育成のプロセスや原理を楽しくわかりや
すく解説します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）
金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学
研究科教授）

インターネット 6時間
令和2年7月16日～
令和2年8月30日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和2年6月16日～
令和2年7月15日

令02-
80032-
302857号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】子どもの発達と愛
着ー肯定的関わりのスキル

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

自信がない子、信頼を築くのが難しい子が増えていません
か。このような子どもの背景には、発達や愛着に課題を抱
えていることがあります。発達心理学を生かした子ども理解
や，発達障害・愛着障害について解説し、具体的な対応の
あり方を事例を通して演習します。子どもの愛着形成や発
達のプロセスの視点をもって、いじめや不登校などを生まな
い集団づくりについて学べる講座です。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）
山崎　茜（広島大学大学院　教育学研究科教
職開発講座講師）

インターネット 6時間
令和2年7月16日～
令和2年8月30日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和2年6月16日～
令和2年7月15日

令02-
80032-
302858号

082-211-1030 http://www.aises.info

兵庫大学・兵庫
大学短期大学部

【選択必修】学習指導要領の改
訂の動向と様々な問題に対する
組織的対応の必要性

学習指導要領の改訂の
動向等
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

「学習指導要領の改訂の動向等」「様々な問題に対する組
織的対応の必要性」の事項について、教員に求められてい
る最新の知識・技能の習得と、今日的な教育課題について
の理解を深めることを目指します。

川﨑　雅也（大阪府貝塚市立東小学校　校長）
長谷川　重和（神戸親和女子大学　発達教育
学部教授）

兵庫県加古川
市

6時間 令和2年7月26日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 120人
令和2年6月17日～
令和2年7月10日

令02-
90020-
302841号

079-427-9966
(内線： 5012)

http://www.hyogo-
dai.ac.jp/
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

令和２年度(第５回)認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間

主な受講対象者

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

兵庫大学・兵庫
大学短期大学部

【選択必修】楽しく豊かな「特別の
教科　道徳」の授業づくり

道徳教育

道徳教育の現状と課題を踏まえて、道徳教科化の動向に
ついて概観するとともに、子どもたちの心を豊かに育てる道
徳の時間をどのように展開すればよいか、具体的な授業方
法を学びます。
選りすぐられた道徳の読み物資料をいくつか使用しながら、
どのような視点から子どもたちに発問すればよいか、また
中心発問はどのように設定すればよいか等、実際の模擬
授業も織り込みつつ、実践的な指導力の向上を図ります。

廣岡　義之（神戸親和女子大学　発達教育学
部教授）

兵庫県加古川
市

6時間 令和2年8月6日
小学校
中学校

特定しない 特定しない 6,000円 40人
令和2年6月17日～
令和2年7月10日

令02-
90020-
302842号

079-427-9966
(内線： 5012)

http://www.hyogo-
dai.ac.jp/

兵庫大学・兵庫
大学短期大学部

【選択必修】学習指導要領の改
訂の動向と様々な問題に対する
組織的対応の必要性

学習指導要領の改訂の
動向等
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

「学習指導要領の改訂の動向等」「様々な問題に対する組
織的対応の必要性」の事項について、教員に求められてい
る最新の知識・技能の習得と、今日的な教育課題について
の理解を深めることを目指します。

川﨑　雅也（大阪府貝塚市立東小学校　校長）
長谷川　重和（神戸親和女子大学　発達教育
学部教授）

兵庫県加古川
市

6時間 令和2年12月20日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 120人
令和2年6月17日～
令和2年7月10日

令02-
90020-
302843号

079-427-9966
(内線： 5012)

http://www.hyogo-
dai.ac.jp/
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