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島根大学
【選択】学校におけるプログラミン
グ教育

本講習では、まず、テキストを用いて、プログラミングの基礎
を確認し、教具やメソッド、実践例について紹介をする。ま
た、文部科学省のロードマップを分析し、smalrubyを用いた
プログラミング実習を行う。その後、本務校での実施を想定
したプログラミング関連授業の指導案を作成し、web上に提
出する（10/21提出締切）。また、web会議システムを用い
て、提出された指導案を基に協議・省察を行い、講師による
指導案へのコメントを行い（10/31に80分程度を予定）、協
議・省察を踏まえ、認定試験を実施する。初等教育と中等教
育の接続の観点から高等学校情報科教諭も対象とする。

鈴木　貢（学術研究院理工学系　准教授）
山田　泰寛（学術研究院理工学系　助教）

通信教育 6時間

令和2年10月5日～
令和2年10月21日、
令和2年10月31日、
令和2年11月7日

教諭

小学校・中学校プ
ログラミング教育
担当教諭、高等
学校情報科教諭

6,000円 20人
令和2年7月19日～

令和2年9月5日

令02-
10067-
511131号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

香川大学
【選択】学校に＜かえす＞心理
学：オンライン

学校現場において、教師には多様な事柄への対応が求めら
れている。特に、児童・生徒の資質能力を育むための授業
を考え、実施することが重視されている。そのために、主体
的・対話的で深い学びを実現する授業方法が模索されてい
る。この講習では、教育心理学で蓄積されてきた研究知見
をもとに、児童・生徒の資質・能力を高める授業のあり方
や、児童・生徒が抱える諸問題の解決を支える生徒指導や
教育相談のあり方について考える。

大久保　智生（教育学部　准教授）
岡田　涼（教育学部　准教授）

インターネット 6時間
令和2年10月11日～
令和3年1月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教職未経験者
（職種・学校種・

教科不問）
3,000円 200人

令和2年7月16日～
令和2年9月23日

令02-
10073-
511082号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】道徳教育の充実：オンライ
ン

教科化としてスタートした「特別の教科 道徳」の経緯や改正
された学習指導要領や解説の内容についてポイントを確認
する。さらに、教科化に向けて、教員個人だけでなく各学校
での取り組み、組織として何をすべきかについても考えてい
きたい。また、具体的な小学校や中学校で扱う教科書の教
材を読みながら分析や発問について考えたり、評価の基本
的な事項等について確認したりしていく。

植田　和也（教育学部　教授） インターネット 6時間
令和2年10月11日～
令和3年1月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教職未経験者
（小学校・中学
校・特別支援学
校免許所持者・
職種・教科不問）

3,000円 200人
令和2年7月16日～
令和2年9月23日

令02-
10073-
511083号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】はじめての特別支援教
育：オンライン

特別支援教育の重要性についての認識は学校現場でかな
りすすんできた。しかし、特別支援教育コーディネーターの
研修会は数多くあるが、コーディネーター以外の方に対して
の研修はなかなか機会を確保できないと聞く。平成28年度
から「障害者差別解消法」が施行され、学校現場においても
合理的配慮についての情報が必要とされている。一度は話
を聞いてみたい、研修を受けてみたい方に、特別支援教育
の基本的な考え方やアセスメントについて、基礎的な事項を
中心に講義する。

小方　朋子（教育学部　教授）
中島　栄美子（教育学部　准教授）

インターネット 6時間
令和2年10月11日～
令和3年1月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教職未経験者
（職種・学校種・

教科不問）
3,000円 200人

令和2年7月16日～
令和2年9月23日

令02-
10073-
511084号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】教師の指導が助長する問
題行動とその見方：オンライン

学校や学級が荒れると、教師は何とかしてそれを治めようと
して、問題行動をする児童・生徒に対して様々な指導を行
う。しかし、教師の努力にも関わらず、教師が指導すればす
るほど、問題行動がエスカレートしていく。本講習では、この
ような教師の指導が助長する問題行動とその見方について
考えていく。

大久保　智生（教育学部　准教授） インターネット 6時間
令和2年10月11日～
令和3年1月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教職未経験者
（職種・学校種・

教科不問）
3,000円 200人

令和2年7月16日～
令和2年9月23日

令02-
10073-
511085号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学
【選択】学校防災について考え
る：オンライン

学校の防災をより確実なものにしていくためには、過去の事
例に学び、教訓とともに検討すべき課題を明確にしていくこ
とが欠かせない。前半では、2011年に発生した東日本大震
災において津波に被災した岩手県と宮城県の小・中学校に
関する網羅的な実地調査の結果に基づいて、いくつかの特
徴的な事例を検討する。後半では、最近頻発している気象
災害、土砂災害について、特徴的な事例を検討する。

北林　雅洋（教育学部　教授）
寺尾　徹（教育学部　教授）

インターネット 6時間
令和2年10月11日～
令和3年1月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教職未経験者
（職種・学校種・

教科不問）
3,000円 200人

令和2年7月16日～
令和2年9月23日

令02-
10073-
511086号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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香川大学
【選択】乳幼児理解から「子どもと
つくる保育」へ：オンライン

子どもの「声」を聞き、それを評価と計画に反映させながら保
育実践をアレンジしていくことは、就学前教育・保育の質を
高めていくうえで欠かせないプロセスである。　「発達」「遊
び」「多様性・多声性」「尊厳」「包摂」等のキーワードに基づ
き、明日からの具体的な保育実践を考えるうえでの手がか
りを探るとともに、乳幼児保育実践の今日的課題への理解
を深め、持続可能な社会に果たす保育の役割を考えてい
く。

松本　博雄（教育学部　准教授）
松井　剛太（教育学部　准教授）

インターネット 6時間
令和2年10月11日～
令和3年1月10日

教諭
幼稚園免許状所
持者で実務未経

験の者。
3,000円 200人

令和2年7月16日～
令和2年9月23日

令02-
10073-
511087号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

昭和女子大学
【選択】学校における組織的対応
とチーム学校の実現

学校教育では、個々の教員の資質能力を踏まえて、組織全
体の教育力を向上することが必要である。「チーム学校」
は、教員・事務職員以外の専門職を配置することによって、
多様な課題に対処するとともに、教員が本来の業務に専念
できるようにすることを目指している。本講座では、「チーム
学校」のねらいと課題、スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカーや部活動指導員の役割を知ることを通して、
教員のあり方を考究する。

友野　清文（総合教育センター教授） インターネット 6時間
令和2年11月2日～
令和2年11月29日

教諭
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 80人

令和2年7月16日～
令和2年7月31日

(備考　この講座は「就
職氷河期世代を対象と
した教職に関するリカレ
ント教育プログラム事
業」の対象講座のた

め、教員未経験者のみ
募集いたします。)

令02-
30169-
511134号

03-3411-5117
(内線： 5350)

https://univ.swu.ac.jp/

昭和女子大学 【選択】教育相談の理論と実践

学校教育における教育相談の重要性について理解を深め，
学校教育において直面する多様な問題に適切に取り組むこ
とができるカウンセリング等の基礎的な知識を習得すると同
時に、教育現場と専門組織の連携のあり方を理解する。具
体的には,アクティブラーニングを通して，スクールカウンセリ
ングと生徒への援助の技術を学習・習得する。

青木　幸子（総合教育センター准教授） インターネット 6時間
令和2年11月2日～
令和2年11月29日

教諭
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 80人

令和2年7月16日～
令和2年7月31日

(備考　この講座は「就
職氷河期世代を対象と
した教職に関するリカレ
ント教育プログラム事
業」の対象講座のた

め、教員未経験者のみ
募集いたします。)

令02-
30169-
511135号

03-3411-5117
(内線： 5350)

https://univ.swu.ac.jp/

昭和女子大学
【選択】カリキュラムマネジメントと
社会に開かれた教育課程の実現

今次学習指導要領改訂の基本理念である「社会に開かれた
教育課程」を持続的かつ効果的に実現していくためには、各
学校がカリキュラムをデザインし、マネジメントしていく必要
がある。本講座では「教科をこえる、社会にひらく」をキー
ワードにして、教科横断を視野に入れたカリキュラムづくりの
方法を取り上げ、実際に一部のプロセスを体験することで、
具体的な要点の理解を図る。

緩利　誠（総合教育センター准教授） インターネット 6時間
令和2年11月2日～
令和2年11月29日

教諭
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 80人

令和2年7月16日～
令和2年7月31日

(備考　この講座は「就
職氷河期世代を対象と
した教職に関するリカレ
ント教育プログラム事
業」の対象講座のた

め、教員未経験者のみ
募集いたします。)

令02-
30169-
511136号

03-3411-5117
(内線： 5350)

https://univ.swu.ac.jp/

新潟医療福祉大
学

【選択】「食に関する指導の手引
き」を読み解く～第2次改正のポ
イント

新学習指導要領の総則においても規定された「学校におけ
る食育の推進」は、その記述内容が充実されていることから
も、一層の取組への期待をうかがい知ることができる。
本講座では、新学習指導要領の告示に伴い第２次改訂が
行われた「食に関する指導の手引き」について、全体計画作
成や評価の在り方など、改訂のポイントについて読み解いて
いく。

森泉　哲也（健康科学部健康栄養学科教授） 新潟県新潟市 6時間 令和2年10月24日
教諭

栄養教
諭

栄養教諭、教諭 6,000円 40人

令和2年7月16日～
令和2年8月6日

(備考　優先募集（栄養
教諭）：7月16日～7月

24日、一般募集：7月27
日～8月6日)

令02-
30293-
511132号

025-257-4540
https://www.nuhw.ac.jp
/

花園大学
【選択】フィンランドと日本の教育
改革から考えるこれからの音楽
教育

「教育大国」として関心を集めているフィンランドは、2016年
から新コア・カリキュラムのもとで教育実践が行われていま
す。この講習では、フィンランドの実践的な取り組みを紹介
することで、日本の新学習指導要領による音楽教育を考え
る機会となることをねらいとしています。両国の小学校音楽
科の教材を採り上げ、比較分析し、実際に音楽表現活動を
体験します。

田原　昌子（社会福祉学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年11月28日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
5,000円 24人

令和2年9月7日～
令和2年9月21日

令02-
30415-
511099号

075-279-3640
https://www.hanazono.
ac.jp/
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花園大学
【選択】体づくり運動の理論と実
際

①体ほぐし運動：肩甲帯、背柱、股関節の機能を知ると同時
に、効果と効率的な動きを体感する。②ストレッチ：ペアスト
レッチ（立位及びフロアー）等様々なストレッチを体得する。
③エアロビック・ダンス・エクササイズ：ウォーム・アップ、エア
ロビック、コンディショニング、クールダウンを体験する。

山本　清文（文学部教授）
山本　満寿代（元非常勤講師）

京都府京都市 6時間 令和2年11月28日 教諭
中学校・高等学
校教諭（保健体
育科関係科目）

5,000円 20人
令和2年9月7日～
令和2年9月21日

令02-
30415-
511100号

075-279-3640
https://www.hanazono.
ac.jp/

花園大学 【選択】文化遺産に学ぶ

文化史の実践的教育に関しては、各地域に残る遺跡や伝統
的建造物などの不動産、地域に伝えられてきた伝統や伝承
などの無形遺産、さらには博物館・美術館に収蔵されている
有形文化財などの活用が有効である。文化財保護法の改
定によってそれらの積極的な利活用がより強く求められてい
る。本講義では、それらの物質及び精神文化を理解し、守り
伝えていく担い手の要請に必要な基礎的知識を身につける
ことを目指す。

福島　恒德（文学部教授）
明珍　健二（文学部教授）
高橋　克壽（文学部教授）
志水　一行（文学部非常勤講師）

京都府京都市 6時間 令和2年11月28日 教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（社会科関係科

目）

5,000円 50人
令和2年9月7日～
令和2年9月21日

令02-
30415-
511101号

075-279-3640
https://www.hanazono.
ac.jp/

花園大学 【選択】書道（実技と理論）

実技：漢字書法を中心に実習形式で行う。実習で使用する
用具用材（下敷きは不要）は各自で準備していただきたい。
理論：「書とはどういう芸術か」という問いを前提に、書道に
関わるいくつかの問題点を指摘し、これらに再検討を加え
る。参加する先生方の積極的な発言を期待したい。

下野　健児（文学部教授）
森田　彦七（文学部教授）
日比野　実（文学部教授）

京都府京都市 6時間 令和2年12月5日 教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

（国語科・芸術科
（書道））

5,000円 30人
令和2年9月7日～
令和2年9月21日

令02-
30415-
511102号

075-279-3640
https://www.hanazono.
ac.jp/

花園大学 【選択】漢詩の授業のしかた

中学、高等学校の「漢文」の授業で「漢詩」をいかに（すなわ
ち、短時間で要領よく、わかりやすく、しかも楽しく）教えるか
は教員を悩ませる課題であろう。担当者も長年思考と実践を
繰り返してきて、ほぼ「これで行ける！」という線に達した。こ
のプログラムを現場の先生方に知っていただき、自信を持っ
て中学、高校生に教えていただきたい。

衣川　賢次（文学部教授） 京都府京都市 6時間 令和2年12月6日 教諭
中学校・高等学
校教諭（国語科）

5,000円 30人
令和2年9月7日～
令和2年9月21日

令02-
30415-
511103号

075-279-3640
https://www.hanazono.
ac.jp/

花園大学
【選択】子どもの人間関係をはぐく
む保育

子どもが育つ環境は、今日大きく変化しています。多様な人
との間主観的なかかわりを経験し、安心感を持ちながら好
奇心や探究心を発揮する時間、空間、仲間関係を持つこと
が困難になっているとも言えるでしょう。講習では、変化して
いる環境を踏まえながら、子どもの自己の育ちを支え、人と
の関係をはぐくむ保育の内容や保育者のかかわりについて
考えます。

長谷　範子（社会福祉学部准教授）
長谷　秀揮（四条畷学園短期大学　保育科教
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 5,000円 80人
令和2年9月7日～
令和2年9月21日

令02-
30415-
511104号

075-279-3640
https://www.hanazono.
ac.jp/

花園大学
【選択】京都文化史探訪　日本文
化史教育の要点

教育の現場で京都というフィールドは、日本文化史教育の
最も優れた教材のひとつであることは変わらない。本講習で
は、日本文化史の生き証人として京都の遺跡や発掘資料、
社寺や博物館・美術館に所蔵されている絵画・彫刻などの
美術資料、あるいは祇園祭りや地蔵盆、京町屋などの伝統
文化などについて、それぞれの専門領域の実践的研究に長
けた講師陣が解説する。結果として、日本文化史教育の要
点を理解できるようになることを目指す。

福島　恒德（文学部教授）
明珍　健二（文学部教授）
高橋　克壽（文学部教授）
志水　一行（文学部非常勤講師）

京都府京都市 6時間 令和2年12月12日 教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（社会科関係科

目）

5,000円 50人
令和2年9月7日～
令和2年9月21日

令02-
30415-
511105号

075-279-3640
https://www.hanazono.
ac.jp/

花園大学
【選択】禅の生活～「かたち」と「こ
ころ」

本講習は、普段とは異なる方向から自己を見つめ、教育指
導の一層の充実を計る方途を自ら見出すことを目的として
いる。本講習は座学と体験の二つからなる。座学では、禅の
教えや物事のとらえ方を中国・日本の禅の歴史や思想を通
じて考える。体験では、禅堂における坐禅ならびに妙心寺拝
観を通じ、実践仏教である禅の醍醐味を感じるとともに、歴
史ある妙心寺の禅文化に直に触れる。禅仏教は、生命に対
する畏敬の念や、規律ある生活、また生き方の自覚なども
重要視しており、これは教育における課題にも通じる。

中尾　良信（文学部教授）
中島　志郎（文学部教授）
小川　太龍（文学部准教授）

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・
中学校・高等学
校・特別支援学

校教諭

5,630円 45人
令和2年9月7日～
令和2年9月21日

令02-
30415-
511106号

075-279-3640
https://www.hanazono.
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６回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

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

種
主な受講対象者

花園大学
【選択】学校における養護技術・
健康教育・食育

１．実物大食事カードなどを用いた栄養バランスの取れた献
立作成のグループワーク・嚥下に関する演習　2.けがや身体
的症状の訴えに対する処置活動が必要な場面を「ヒヤリ」
「ハッ」とした事例から考える　3.包帯法（魔法の絆創膏とは・
包帯の巻き方・三角巾の使い方いろいろ）　4.性教育ってどう
するの？避妊の歴史から世界の性教育まで

千田　眞喜子（社会福祉学部教授）
田中　眞里子（社会福祉学部講師）
宮慶　美恵子（社会福祉学部講師）
笹谷　絵里（社会福祉学部講師）

京都府京都市 6時間 令和2年12月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 5,000円 50人
令和2年9月7日～
令和2年9月21日

令02-
30415-
511107号

075-279-3640
https://www.hanazono.
ac.jp/

花園大学
【選択】中学校・高等学校保健体
育科　武道（少林寺拳法）授業指
導法

少林寺拳法は、1947年に日本で創始された武道であり、学
習指導要領にある通り、選択して履修することができる。特
別な道具や設備が必要なく、未経験者でも指導可能となる
資料及び研修体制が整っている。また、授業の特性として、
ペアワークやグループワークを重視しており、現代の教育課
題に対応する内容となっている。効果的な指導法を学び、
「（少林寺拳法）中学・高校体育授業資格」の取得ができる。

師　茂樹（文学部教授）
髙坂　正治（国際武道大学　准教授）

京都府京都市 6時間 令和2年12月13日 教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭（保健体
育科関係科目）

6,000円 20人
令和2年9月7日～
令和2年9月21日

令02-
30415-
511108号

075-279-3640
https://www.hanazono.
ac.jp/

羽衣国際大学
【選択】子どもたちの動向を踏ま
えた魅力ある指導の工夫

まず、子どもたちの学校での様子を演技で再現しながら近
年に至る変遷をインターネットで視聴します。この視聴には
教員養成課程や学習指導要領の近年の変遷の理解を含み
ます。視聴した内容をヒントにして、対面授業では受講者の
方々から現場での状況を提供して頂き意見交換します。受
講者の発言を促すための実演披露もあります。合計6時間
の講習の内訳は、3時間をインターネット、3時間を会場(対
面)で実施する。8/20～8/31までが視聴期間となる。

梨木　昭平（人間生活学部教授） 大阪府堺市 6時間 令和2年9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

4,800円 100人
令和2年8月4日～
令和2年8月16日

令02-
30465-
511078号

072-265-7102
https://www.hagoromo.
ac.jp/

羽衣国際大学
【選択】現場での実践に役立つ子
どもへの関わり、個と集団の関係
づくり

社会や家族の在り方の急速な変化は、子どもの自己肯定感
の低下、友達との関係づくりの困難さなどに影響を及ぼして
いる。社会と子どもの変化を捉え、教職員の組織的な対応
と、地域社会の変容を理解した地域との連携が必要であ
る。社会の実態やニーズを整理し、社会心理学の自己承
認、集団帰属、社会規範の捉え方から、いじめや仲間はず
しの構造を考え、集団づくりや保護者対応に活かすことを目
的とし、講義と実践検討、議論を行う。

近藤　真理子（太成学院大学　専任講師） 大阪府堺市 6時間 令和2年8月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭　養護教
諭・栄養教諭

4,800円 100人
令和2年7月16日～
令和2年7月27日

令02-
30465-
511079号

072-265-7102
https://www.hagoromo.
ac.jp/

羽衣国際大学
【選択】幼児・児童・生徒への効
果的な「話し方」実践講座

幼児・児童・生徒へ読み聞かせ等の話をする場面で、さらに
自信がもてるような工夫を修得し伝える力の増進を目指しま
す。呼吸法、発声や滑舌の強化、ロールプレーイング等を含
めて、幼児・児童・生徒への「話し方」指導に繋げます。「姿
勢の良い声」「笑顔のある声」を目指す実践的な講習です。

梨木　昭平（人間生活学部教授）
池内　詠子（非常勤講師）

大阪府堺市 6時間 令和2年8月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭　養護教
諭・栄養教諭

4,800円 50人
令和2年7月17日～
令和2年7月28日

令02-
30465-
511080号

072-265-7102
https://www.hagoromo.
ac.jp/

関西国際大学 【選択】特別支援教育実践研究

前半は、学習指導要領で改訂された自立活動の内容と個別
の指導計画について、特別支援学校と通常の学校での具体
的な取り組みと指導方法について解説する。後半は、教室
の中で配慮の必要な子どもたちに対する具体的な指導方法
と学級経営の在り方について、様々な困難な事例を通して
解決策を考えていく。また、受講者の先生方がグループ毎
に、現在受け持っている子どもの事例について討議をし、解
決策を互いに考えていくことにより、特別支援教育の意義を
再認識し、教員の指導力の向上に役立てたい。

中尾　繁樹（教育学部教授・学部長） 兵庫県尼崎市 6時間 令和2年9月12日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 200人
令和2年8月3日～
令和2年8月12日

令02-
30474-
511095号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin
.html

美作大学
【選択】食品の美味しさを科学す
る

食品の美味しさについて科学の視点から解説します。特に
「うま味」「コク」とは何かを一緒に考えてみたいと思います。
また巷に渦巻く様々な健康素材についてのウソ、ホントにつ
いても独自の視点から解説します。

納庄　康晴（生活科学部教授） 岡山県津山市 6時間 令和2年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和2年7月16日～
令和2年7月31日

令02-
30525-
511070号

0868-22-7310 https://mimasaka.jp
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対象職

種
主な受講対象者

美作大学
【選択】食品の美味しさを科学す
る

食品の美味しさについて科学の視点から解説します。特に
「うま味」「コク」とは何かを一緒に考えてみたいと思います。
また巷に渦巻く様々な健康素材についてのウソ、ホントにつ
いても独自の視点から解説します。

納庄　康晴（生活科学部教授） 岡山県津山市 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 40人
令和2年7月16日～
令和2年7月31日

令02-
30525-
511071号

0868-22-7310 https://mimasaka.jp

美作大学
【選択】遊びの楽しさをもとにした
造形活動

幼児の造形活動について、様々な実践事例をもとに、遊び
の要素や学びとの関連性を視点として考察する。また、教育
現場で広く用いられるパスや絵の具、その他身近な素材を
活用して、幼児が主体的に表現する楽しい造形活動のあり
方について、実技やグループ活動を通して体験的に学ぶ。

中田　稔（短期大学部教授） 岡山県津山市 6時間 令和2年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和2年7月16日～
令和2年7月31日

令02-
30525-
511072号

0868-22-7310 https://mimasaka.jp

美作大学
【選択】遊びの楽しさをもとにした
造形活動

幼児の造形活動について、様々な実践事例をもとに、遊び
の要素や学びとの関連性を視点として考察する。また、教育
現場で広く用いられるパスや絵の具、その他身近な素材を
活用して、幼児が主体的に表現する楽しい造形活動のあり
方について、実技やグループ活動を通して体験的に学ぶ。

中田　稔（短期大学部教授） 岡山県津山市 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7月16日～
令和2年7月31日

令02-
30525-
511073号

0868-22-7310 https://mimasaka.jp

美作大学 【選択】発達障害の理解と支援

広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害、知的障
害などの発達障害の行動的、認知的特徴を学習する。発達
障害の心理的評価法を学び、それに基づく様々な療育プロ
グラムの概要について捉え、効果的な支援とはどのようなも
のであるのかを修得する。

安田　純（生活科学部教授） 岡山県津山市 6時間 令和2年8月20日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 120人
令和2年7月16日～
令和2年7月31日

令02-
30525-
511074号

0868-22-7310 https://mimasaka.jp

美作大学
【選択】給食献立を教材とした食
に関する指導

幼児・児童・生徒の食生活の現状を分析し、給食献立を教
材とした食に関する指導のあり方や具体的な実践方法等を
検討する。また、栄養教諭が担任や養護教諭と協力し、家
庭や地域と連携しながら、給食時間や教科等の時間におけ
る食に関する指導の実践化に向けての事例紹介等を交えな
がら指導のあり方を考察する（一部グループワークも含
む）。

森本　恭子（生活科学部准教授） 岡山県津山市 6時間 令和2年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和2年7月16日～
令和2年7月31日

令02-
30525-
511075号

0868-22-7310 https://mimasaka.jp

美作大学 【選択】食育の理論とその応用

肥満、過度の痩身や生活習慣病など食生活に起因する問
題が多くなっている。食生活を含めた人の行動を変容させる
ためには、行動科学の理論を取り入れることが効果的であ
ることが知られている。しかし、多くの行動科学の理論のな
かから、子どもたちのもつ問題や状態に応じた適切な理論
を選択する必要がある。そこで、行動科学に関する基礎的
理論を理解し、それらの理論に基づいた具体的な実践事例
から効果的な食育について考える。

土海　一美（生活科学部准教授） 岡山県津山市 6時間 令和2年8月24日

養護教
諭

栄養教
諭

養護教諭、栄養
教諭

6,000円 50人
令和2年7月16日～
令和2年7月31日

令02-
30525-
511076号

0868-22-7310 https://mimasaka.jp

美作大学
【選択】日本語との違いから学ぶ
英語

本講座では、日本語と英語の類似点や相違点に焦点を当
て、日本語と英語の特徴を浮き彫りにし、言語教育の実践に
活かすヒントを探る。はじめに英語と日本語の簡単な歴史や
言語使用の状況を紹介する。その後、学習者の誤用も参考
にしながら、発音、語彙、文法、表現パターン、コミュニケー
ションの方略に関していくつか項目を取り上げる。本講座
は、「言語教育」一般に資する観点から、英語担当教諭以外
も対象とする。

桐生　和幸（生活科学部教授） 岡山県津山市 6時間 令和2年8月18日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校国
語科・英語科教

諭

6,000円 100人
令和2年7月16日～
令和2年7月31日

令02-
30525-
511077号

0868-22-7310 https://mimasaka.jp
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横浜女子短期大
学

【選択】横浜女子短期大学選択
領域講習Ｅ

個別の配慮が必要な子どもと保護者
主として、子どもの命をめぐる問題を取り挙げたい。女性の
生き方の変化に伴い、子どもを産み育てる女性の生き方が
変化してきている。妊娠出産に関わる女性特有の健康、病
気をもつ子どもについて理解することで、子どもの保護者理
解につながり、子育て支援・保護者支援に活かせる可能性
がある。命を取り巻く環境や実際を理解することで、子ども
理解と保護者理解を深め、主として身体的な問題を持つ子
どもの個別な配慮について考察する。

渡邊　悦子（保育科専任講師）
神奈川県横浜
市

6時間 令和2年8月19日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

6,000円 50人
令和2年7月16日～

令和2年8月5日

令02-
35128-
511133号

045-835-8107
http://www.yokotan.ac.
jp/

東九州短期大学
【選択】音楽を楽しむ「表現あそ
び」

幼児が美しい音や音楽に心を動かしたり、音楽に親しみ、豊
かな感性や表現する力を育むことができるように、音楽遊び
を通して理解を深め、そのための音楽表現技法を学ぶ。本
講習では、音楽を楽しみ、質の高い音楽的な「学び」につい
て理論と実践を交えた講義を行う。

尾家　京子（幼児教育学科　教授） 大分県中津市 6時間 令和2年8月29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7月22日

令02-
35308-
511088号

0979-22-2425
https://www.higashikyu
syu.ac.jp/

東九州短期大学
【選択】保育において特別な支援
が必要な子どもへの支援と育ち
について考える

今日、特別な支援を必要とする子ども一人ひとりへの対応
が求められている。多様な子どもたちが支援の対象である。
この講習では、集団で保育をおこなう過程で、これまで知ら
れている障がいの特性と、支援や教具・教材などがどのよう
に結びつくかについて検討する。ついで、「気になる」多様な
子どもを含め、子どもの育ちの背景を検討し、保育につなが
る支援の計画や就学支援について考慮する。

森　依子（幼児教育学科　講師） 大分県中津市 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7月16日～
令和2年7月22日

令02-
35308-
511089号

0979-22-2425
https://www.higashikyu
syu.ac.jp/

東九州短期大学
【選択】幼児教育における領域
「環境」の指導

領域「環境」の指導で必要となる基礎的な科学的知識、技能
を修得することを目指す。とくに、幼児を取り巻く環境の諸側
面（物的環境、人的環境、社会的環境、安全など）と幼児の
発達におけるそれらの重要性について、現代的課題を中心
に検討する。ついで、幼児期の物理的、数量・図形との関わ
りについて考察し、基礎的な教材づくりを考える。

室長　大應（幼児教育学科　特任教授） 大分県中津市 6時間 令和2年8月30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7月22日

令02-
35308-
511090号

0979-22-2425
https://www.higashikyu
syu.ac.jp/

東九州短期大学
【選択】幼児教育における領域
「環境」の指導

領域「環境」の指導で必要となる基礎的な科学的知識、技能
を修得することを目指す。とくに、幼児を取り巻く環境の諸側
面（物的環境、人的環境、社会的環境、安全など）と幼児の
発達におけるそれらの重要性について、現代的課題を中心
に検討する。ついで、幼児期の物理的、数量・図形との関わ
りについて考察し、基礎的な教材づくりを考える。

室長　大應（幼児教育学科　特任教授） 大分県中津市 6時間 令和2年12月25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7月22日

令02-
35308-
511091号

0979-22-2425
https://www.higashikyu
syu.ac.jp/

東九州短期大学
【選択】保育において特別な支援
が必要な子どもへの支援と育ち
について考える

今日、特別な支援を必要とする子ども一人ひとりへの対応
が求められている。多様な子どもたちが支援の対象である。
この講習では、集団で保育をおこなう過程で、これまで知ら
れている障がいの特性と、支援や教具・教材などがどのよう
に結びつくかについて検討する。ついで、「気になる」多様な
子どもを含め、子どもの育ちの背景を検討し、保育につなが
る支援の計画や就学支援について考慮する。

森　依子（幼児教育学科　講師） 大分県中津市 6時間 令和2年12月19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7月22日

令02-
35308-
511092号

0979-22-2425
https://www.higashikyu
syu.ac.jp/

東九州短期大学
【選択】音楽を楽しむ「表現あそ
び」

幼児が美しい音や音楽に心を動かしたり、音楽に親しみ、豊
かな感性や表現する力を育むことができるように、音楽遊び
を通して理解を深め、そのための音楽表現技法を学ぶ。本
講習では、音楽を楽しみ、質の高い音楽的な「学び」につい
て理論と実践を交えた講義を行う。

尾家　京子（幼児教育学科　教授） 大分県中津市 6時間 令和2年12月24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7月22日

令02-
35308-
511093号

0979-22-2425
https://www.higashikyu
syu.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６回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

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

種
主な受講対象者

北九州保育福祉
専門学校

【選択】健康指導法

人間が生きていくためのベースである健康な生活の基盤を
どう育てるかについて学ぶ。現代社会の現状は、子ども達
が健康で安全な生活を送るには、ふさわしいとは言えなく
なってきており、幼児教育施設が果たす役割は益々大きく
なってきている。この講習では現代社会の現状を知るととも
に子どもに必要な体験である「遊び」を通して健康指導の技
術の向上・指導法について学ぶ。

原本　賢一（幼児教育科　専任教員、学科長）
福岡県京都郡
苅田町

6時間 令和2年8月15日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 60人
令和2年7月16日～
令和2年7月31日

令02-
40032-
511096号

0930-23-3213
https://www.tohaya.ac.j
p/khfc

北九州保育福祉
専門学校

【選択】音楽表現指導法

幼児の表現活動及び、感性と表現を育むための指導法につ
いて学ぶ。リズム遊び、身体表現、絵本の紹介、サウンド・エ
デュケーションによる音遊びを体験し、音楽表現の基盤とな
る音・音楽への気付きや創造力を育むことについて理解を
深める。その際、幼児教育において育みたい資質・能力、幼
児期の終わりまでに育ってほしい姿、領域「表現」との関連
性についても学び、小学校教育への接続についても考察す
る。

金子　珠世（幼児教育科　専任教員）
福岡県京都郡
苅田町

6時間 令和2年8月22日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 60人
令和2年7月16日～
令和2年7月31日

令02-
40032-
511097号

0930-23-3213
https://www.tohaya.ac.j
p/khfc

北九州保育福祉
専門学校

【選択】言葉指導法

平成29年3月に「幼稚園教育要領」が改訂され、幼児期の発
達段階に応じた適切な言葉環境、活動の重要性が示されて
いる。これを踏まえ、本講習では、「言葉に対する感覚を豊
かにすること」を目的とした言葉遊び等の演習を行い、言葉
の響きやリズム、面白さや表現する楽しさを味わえる保育実
践を考える。

丸田　敦子（幼児教育科　専任教員）
福岡県京都郡
苅田町

6時間 令和2年8月16日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 60人
令和2年7月16日～
令和2年7月31日

令02-
40032-
511098号

0930-23-3213
https://www.tohaya.ac.j
p/khfc

浜松市教育委員
会

【選択】「学習リーダーの育成」と
「学び続ける教師に～これからの
学習指導について考える～」

　「学び合い」を機能させることと、そのための「学習リー
ダー」の育成とは重要な課題である。そこで、マネジメントの
概念とリーダーシップの理論とともに、有効な学習リーダー
育成の基本的視座について考察する。
　第3次浜松市教育総合計画「はままつ人づくり未来プラン」
が目指す人づくりを基調とし、新学習指導要領で示される内
容を踏まえながら、その人を育成するための学習指導の在
り方、これからの教師像について考察する。

櫻木　晃裕（宮城大学　事業構想学群　教授）
児玉　一記（常葉大学　教育学部　非常勤講
師）

静岡県浜松市 6時間 令和2年11月14日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
4,400円 250人

令和2年7月17日～
令和2年11月13日

令02-
50432-
511081号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

独立行政法人国
立特別支援教育
総合研究所

【選択】令和２年度第二期特別支
援教育専門研修

　インクルーシブ教育システムの充実に向け、障害のある幼
児児童生徒の教育を担当する教職員を対象として、多様な
学びの場（通常の学級、通級による指導、特別支援学級、
特別支援学校）における各障害種別の指導者（スクールリー
ダー）の専門性向上を目的とし、専門的知識及び技術を深
め、指導力の向上を図り、今後の各都道府県等における指
導者としての資質を高めるための講習。
　講習内容は「言語障害教育論」や「特別支援教育の研究
動向」等で構成される。

久保山　茂樹（インクルーシブ教育システム推
進センター上席総括研究員）
榎本　容子（発達障害教育推進センター主任研
究員）
小澤　至賢（研修事業部主任研究員）
徳永　亜希雄（横浜国立大学　教育学部教授）
坂井　直樹（情報・支援部主任研究員）
青木　高光（研修事業部主任研究員）
宇野　宏之祐（研修事業部総括研究員）
星　祐子（インクルーシブ教育システム推進セン
ター上席総括研究員）
齊藤　由美子（研修事業部総括研究員）

神奈川県横須
賀市

18時間

令和2年9月11日、
令和2年9月14日、
令和2年9月16日、
令和2年9月17日、
令和2年9月28日

教諭
養護教

諭

特別支援学校教
諭・養護教諭、
小・中学校等特
別支援教育担当
教諭・養護教諭

0円 15人

令和2年7月16日～
令和2年9月2日

(備考　令和２年度第二
期特別支援教育専門

研修の受講者を対象と
するものであるため、一

般募集は行わない)

令02-
70021-
511109号

046-839-6889
https://www.nise.go.jp/
nc/
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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６回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 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
本陸上競技連盟

【選択】基礎から身につく陸上競
技（JAAF公認ジュニアコーチ養
成講習会）

陸上競技の「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本的な指導方法を
学ぶ。コーチング哲学や安全管理、栄養学、コンディショニン
グ等の基礎理論の理解から、短距離、ハードル、長距離、競
歩、跳躍、投てき種目を実際に行い陸上競技の理解を深め
る。なお、本講習会は日本陸上競技連盟公認ジュニアコー
チ養成講習会の専門科目講習として実施される。

繁田　進（東京学芸大学　教授）
沼澤　秀雄（立教大学　教授）
桜井　智野風（桐蔭横浜大学　教授）
櫻田　淳也（東京女子体育大学　教授）
東川　安雄（広島文化学園大学　教授）
渡邊　將司（茨城大学　教育学部・准教授）
森　健一（武蔵大学　基礎教育センター・准教
授）
田中　悠士郎（強化部指導者養成課職員）
泉原　嘉郎（福岡大学　スポーツ科学部・非常
勤講師）
福島　洋樹（富山大学　人間発達科学部 人間
環境システム学科・准教授）

東京都北区 30時間
令和2年11月20日～
令和2年11月22日

教諭

陸上競技の指導
にあたる者（体育
教員、部活動顧
問、外部指導員

等）

15,000円 30人
令和2年9月25日～
令和2年10月16日

令02-
80024-
511057号

050-1746-8410 http://www.jaaf.or.jp/

公益財団法人日
本陸上競技連盟

【選択】基礎から身につく陸上競
技（JAAF公認ジュニアコーチ養
成講習会）

陸上競技の「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本的な指導方法を
学ぶ。コーチング哲学や安全管理、栄養学、コンディショニン
グ等の基礎理論の理解から、短距離、ハードル、長距離、競
歩、跳躍、投てき種目を実際に行い陸上競技の理解を深め
る。なお、本講習会は日本陸上競技連盟公認ジュニアコー
チ養成講習会の専門科目講習として実施される。

繁田　進（東京学芸大学　教授）
沼澤　秀雄（立教大学　教授）
桜井　智野風（桐蔭横浜大学　教授）
櫻田　淳也（東京女子体育大学　教授）
東川　安雄（広島文化学園大学　教授）
渡邊　將司（茨城大学　教育学部・准教授）
森　健一（武蔵大学　基礎教育センター・准教
授）
田中　悠士郎（強化部指導者養成課職員）
泉原　嘉郎（福岡大学　スポーツ科学部・非常
勤講師）
福島　洋樹（富山大学　人間発達科学部 人間
環境システム学科・准教授）

大阪府吹田市 30時間
令和2年9月25日～
令和2年9月27日

教諭

陸上競技の指導
にあたる者（体育
教員、部活動顧
問、外部指導員

等）

15,000円 30人
令和2年7月31日～
令和2年8月21日

令02-
80024-
511058号

050-1746-8410 http://www.jaaf.or.jp/

公益財団法人日
本陸上競技連盟

【選択】基礎から身につく陸上競
技（JAAF公認ジュニアコーチ養
成講習会）

陸上競技の「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本的な指導方法を
学ぶ。コーチング哲学や安全管理、栄養学、コンディショニン
グ等の基礎理論の理解から、短距離、ハードル、長距離、競
歩、跳躍、投てき種目を実際に行い陸上競技の理解を深め
る。なお、本講習会は日本陸上競技連盟公認ジュニアコー
チ養成講習会の専門科目講習として実施される。

繁田　進（東京学芸大学　教授）
沼澤　秀雄（立教大学　教授）
桜井　智野風（桐蔭横浜大学　教授）
櫻田　淳也（東京女子体育大学　教授）
東川　安雄（広島文化学園大学　教授）
渡邊　將司（茨城大学　教育学部・准教授）
森　健一（武蔵大学　基礎教育センター・准教
授）
田中　悠士郎（強化部指導者養成課職員）
泉原　嘉郎（福岡大学　スポーツ科学部・非常
勤講師）
福島　洋樹（富山大学　人間発達科学部 人間
環境システム学科・准教授）

東京都北区 30時間
令和2年11月6日～
令和2年11月8日

教諭

陸上競技の指導
にあたる者（体育
教員、部活動顧
問、外部指導員

等）

15,000円 30人
令和2年9月11日～
令和2年10月2日

令02-
80024-
511059号

050-1746-8410 http://www.jaaf.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６回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 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
本陸上競技連盟

【選択】基礎から身につく陸上競
技（JAAF公認ジュニアコーチ養
成講習会）

陸上競技の「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本的な指導方法を
学ぶ。コーチング哲学や安全管理、栄養学、コンディショニン
グ等の基礎理論の理解から、短距離、ハードル、長距離、競
歩、跳躍、投てき種目を実際に行い陸上競技の理解を深め
る。なお、本講習会は日本陸上競技連盟公認ジュニアコー
チ養成講習会の専門科目講習として実施される。

繁田　進（東京学芸大学　教授）
沼澤　秀雄（立教大学　教授）
桜井　智野風（桐蔭横浜大学　教授）
櫻田　淳也（東京女子体育大学　教授）
東川　安雄（広島文化学園大学　教授）
渡邊　將司（茨城大学　教育学部・准教授）
森　健一（武蔵大学　基礎教育センター・准教
授）
田中　悠士郎（強化部指導者養成課職員）
泉原　嘉郎（福岡大学　スポーツ科学部・非常
勤講師）
福島　洋樹（富山大学　人間発達科学部 人間
環境システム学科・准教授）

大分県大分市 30時間
令和2年10月30日～
令和2年11月1日

教諭

陸上競技の指導
にあたる者（体育
教員、部活動顧
問、外部指導員

等）

15,000円 30人
令和2年9月4日～
令和2年9月25日

令02-
80024-
511060号

050-1746-8410 http://www.jaaf.or.jp/

公益財団法人日
本陸上競技連盟

【選択】基礎から身につく陸上競
技（JAAF公認ジュニアコーチ養
成講習会）

陸上競技の「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本的な指導方法を
学ぶ。コーチング哲学や安全管理、栄養学、コンディショニン
グ等の基礎理論の理解から、短距離、ハードル、長距離、競
歩、跳躍、投てき種目を実際に行い陸上競技の理解を深め
る。なお、本講習会は日本陸上競技連盟公認ジュニアコー
チ養成講習会の専門科目講習として実施される。

繁田　進（東京学芸大学　教授）
沼澤　秀雄（立教大学　教授）
桜井　智野風（桐蔭横浜大学　教授）
櫻田　淳也（東京女子体育大学　教授）
東川　安雄（広島文化学園大学　教授）
渡邊　將司（茨城大学　教育学部・准教授）
森　健一（武蔵大学　基礎教育センター・准教
授）
田中　悠士郎（強化部指導者養成課職員）
泉原　嘉郎（福岡大学　スポーツ科学部・非常
勤講師）
福島　洋樹（富山大学　人間発達科学部 人間
環境システム学科・准教授）

山口県山口市 30時間
令和3年1月9日～
令和3年1月11日

教諭

陸上競技の指導
にあたる者（体育
教員、部活動顧
問、外部指導員

等）

15,000円 30人
令和2年11月14日～

令和2年12月5日

令02-
80024-
511061号

050-1746-8410 http://www.jaaf.or.jp/

公益財団法人日
本陸上競技連盟

【選択】基礎から身につく陸上競
技（JAAF公認ジュニアコーチ養
成講習会）

陸上競技の「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本的な指導方法を
学ぶ。コーチング哲学や安全管理、栄養学、コンディショニン
グ等の基礎理論の理解から、短距離、ハードル、長距離、競
歩、跳躍、投てき種目を実際に行い陸上競技の理解を深め
る。なお、本講習会は日本陸上競技連盟公認ジュニアコー
チ養成講習会の専門科目講習として実施される。

繁田　進（東京学芸大学　教授）
沼澤　秀雄（立教大学　教授）
桜井　智野風（桐蔭横浜大学　教授）
櫻田　淳也（東京女子体育大学　教授）
東川　安雄（広島文化学園大学　教授）
渡邊　將司（茨城大学　教育学部・准教授）
森　健一（武蔵大学　基礎教育センター・准教
授）
田中　悠士郎（強化部指導者養成課職員）
泉原　嘉郎（福岡大学　スポーツ科学部・非常
勤講師）
福島　洋樹（富山大学　人間発達科学部 人間
環境システム学科・准教授）

高知県香南市 30時間
令和2年11月21日～
令和2年11月23日

教諭

陸上競技の指導
にあたる者（体育
教員、部活動顧
問、外部指導員

等）

15,000円 30人
令和2年9月26日～
令和2年10月17日

令02-
80024-
511062号

050-1746-8410 http://www.jaaf.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６回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 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
本陸上競技連盟

【選択】基礎から身につく陸上競
技（JAAF公認ジュニアコーチ養
成講習会）

陸上競技の「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本的な指導方法を
学ぶ。コーチング哲学や安全管理、栄養学、コンディショニン
グ等の基礎理論の理解から、短距離、ハードル、長距離、競
歩、跳躍、投てき種目を実際に行い陸上競技の理解を深め
る。なお、本講習会は日本陸上競技連盟公認ジュニアコー
チ養成講習会の専門科目講習として実施される。

繁田　進（東京学芸大学　教授）
沼澤　秀雄（立教大学　教授）
桜井　智野風（桐蔭横浜大学　教授）
櫻田　淳也（東京女子体育大学　教授）
東川　安雄（広島文化学園大学　教授）
渡邊　將司（茨城大学　教育学部・准教授）
森　健一（武蔵大学　基礎教育センター・准教
授）
田中　悠士郎（強化部指導者養成課職員）
泉原　嘉郎（福岡大学　スポーツ科学部・非常
勤講師）
福島　洋樹（富山大学　人間発達科学部 人間
環境システム学科・准教授）

鹿児島県鹿屋
市・曽於郡

30時間

令和2年11月28日～
令和2年11月29日、
令和3年2月20日～
令和3年2月21日

教諭

陸上競技の指導
にあたる者（体育
教員、部活動顧
問、外部指導員

等）

15,000円 30人
令和2年10月3日～
令和2年10月24日

令02-
80024-
511063号

050-1746-8410 http://www.jaaf.or.jp/

公益財団法人日
本陸上競技連盟

【選択】基礎から身につく陸上競
技（JAAF公認ジュニアコーチ養
成講習会）

陸上競技の「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本的な指導方法を
学ぶ。コーチング哲学や安全管理、栄養学、コンディショニン
グ等の基礎理論の理解から、短距離、ハードル、長距離、競
歩、跳躍、投てき種目を実際に行い陸上競技の理解を深め
る。なお、本講習会は日本陸上競技連盟公認ジュニアコー
チ養成講習会の専門科目講習として実施される。

繁田　進（東京学芸大学　教授）
沼澤　秀雄（立教大学　教授）
桜井　智野風（桐蔭横浜大学　教授）
櫻田　淳也（東京女子体育大学　教授）
東川　安雄（広島文化学園大学　教授）
渡邊　將司（茨城大学　教育学部・准教授）
森　健一（武蔵大学　基礎教育センター・准教
授）
田中　悠士郎（強化部指導者養成課職員）
泉原　嘉郎（福岡大学　スポーツ科学部・非常
勤講師）
福島　洋樹（富山大学　人間発達科学部 人間
環境システム学科・准教授）

長野県松本市 30時間
令和2年12月5日～
令和2年12月6日、
令和2年12月13日

教諭

陸上競技の指導
にあたる者（体育
教員、部活動顧
問、外部指導員

等）

15,000円 30人
令和2年10月10日～
令和2年10月31日

令02-
80024-
511064号

050-1746-8410 http://www.jaaf.or.jp/

公益財団法人日
本陸上競技連盟

【選択】基礎から身につく陸上競
技（JAAF公認ジュニアコーチ養
成講習会）

陸上競技の「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本的な指導方法を
学ぶ。コーチング哲学や安全管理、栄養学、コンディショニン
グ等の基礎理論の理解から、短距離、ハードル、長距離、競
歩、跳躍、投てき種目を実際に行い陸上競技の理解を深め
る。なお、本講習会は日本陸上競技連盟公認ジュニアコー
チ養成講習会の専門科目講習として実施される。

繁田　進（東京学芸大学　教授）
沼澤　秀雄（立教大学　教授）
桜井　智野風（桐蔭横浜大学　教授）
櫻田　淳也（東京女子体育大学　教授）
東川　安雄（広島文化学園大学　教授）
渡邊　將司（茨城大学　教育学部・准教授）
森　健一（武蔵大学　基礎教育センター・准教
授）
田中　悠士郎（強化部指導者養成課職員）
泉原　嘉郎（福岡大学　スポーツ科学部・非常
勤講師）
福島　洋樹（富山大学　人間発達科学部 人間
環境システム学科・准教授）

茨城県水戸市 30時間

令和3年2月13日～
令和3年2月14日、
令和3年2月27日～
令和3年2月28日

教諭

陸上競技の指導
にあたる者（体育
教員、部活動顧
問、外部指導員

等）

15,000円 30人
令和2年12月19日～

令和3年1月9日

令02-
80024-
511065号

050-1746-8410 http://www.jaaf.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６回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 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
本陸上競技連盟

【選択】基礎から身につく陸上競
技（JAAF公認ジュニアコーチ養
成講習会）

陸上競技の「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本的な指導方法を
学ぶ。コーチング哲学や安全管理、栄養学、コンディショニン
グ等の基礎理論の理解から、短距離、ハードル、長距離、競
歩、跳躍、投てき種目を実際に行い陸上競技の理解を深め
る。なお、本講習会は日本陸上競技連盟公認ジュニアコー
チ養成講習会の専門科目講習として実施される。

繁田　進（東京学芸大学　教授）
沼澤　秀雄（立教大学　教授）
桜井　智野風（桐蔭横浜大学　教授）
櫻田　淳也（東京女子体育大学　教授）
東川　安雄（広島文化学園大学　教授）
渡邊　將司（茨城大学　教育学部・准教授）
森　健一（武蔵大学　基礎教育センター・准教
授）
田中　悠士郎（強化部指導者養成課職員）
泉原　嘉郎（福岡大学　スポーツ科学部・非常
勤講師）
福島　洋樹（富山大学　人間発達科学部 人間
環境システム学科・准教授）

石川県金沢市 30時間

令和3年2月6日～
令和3年2月7日、
令和3年2月13日～
令和3年2月14日

教諭

陸上競技の指導
にあたる者（体育
教員、部活動顧
問、外部指導員

等）

15,000円 30人
令和2年12月12日～

令和3年1月2日

令02-
80024-
511066号

050-1746-8410 http://www.jaaf.or.jp/

公益財団法人日
本陸上競技連盟

【選択】基礎から身につく陸上競
技（JAAF公認ジュニアコーチ養
成講習会）

陸上競技の「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本的な指導方法を
学ぶ。コーチング哲学や安全管理、栄養学、コンディショニン
グ等の基礎理論の理解から、短距離、ハードル、長距離、競
歩、跳躍、投てき種目を実際に行い陸上競技の理解を深め
る。なお、本講習会は日本陸上競技連盟公認ジュニアコー
チ養成講習会の専門科目講習として実施される。

繁田　進（東京学芸大学　教授）
沼澤　秀雄（立教大学　教授）
桜井　智野風（桐蔭横浜大学　教授）
櫻田　淳也（東京女子体育大学　教授）
東川　安雄（広島文化学園大学　教授）
渡邊　將司（茨城大学　教育学部・准教授）
森　健一（武蔵大学　基礎教育センター・准教
授）
田中　悠士郎（強化部指導者養成課職員）
泉原　嘉郎（福岡大学　スポーツ科学部・非常
勤講師）
福島　洋樹（富山大学　人間発達科学部 人間
環境システム学科・准教授）

兵庫県姫路市 30時間

令和2年12月26日～
令和2年12月27日、
令和3年1月10日～
令和3年1月11日

教諭

陸上競技の指導
にあたる者（体育
教員、部活動顧
問、外部指導員

等）

15,000円 30人
令和2年10月31日～
令和2年11月21日

令02-
80024-
511067号

050-1746-8410 http://www.jaaf.or.jp/

公益財団法人日
本陸上競技連盟

【選択】基礎から身につく陸上競
技（JAAF公認ジュニアコーチ養
成講習会）

陸上競技の「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本的な指導方法を
学ぶ。コーチング哲学や安全管理、栄養学、コンディショニン
グ等の基礎理論の理解から、短距離、ハードル、長距離、競
歩、跳躍、投てき種目を実際に行い陸上競技の理解を深め
る。なお、本講習会は日本陸上競技連盟公認ジュニアコー
チ養成講習会の専門科目講習として実施される。

繁田　進（東京学芸大学　教授）
沼澤　秀雄（立教大学　教授）
桜井　智野風（桐蔭横浜大学　教授）
櫻田　淳也（東京女子体育大学　教授）
東川　安雄（広島文化学園大学　教授）
渡邊　將司（茨城大学　教育学部・准教授）
森　健一（武蔵大学　基礎教育センター・准教
授）
田中　悠士郎（強化部指導者養成課職員）
泉原　嘉郎（福岡大学　スポーツ科学部・非常
勤講師）
福島　洋樹（富山大学　人間発達科学部 人間
環境システム学科・准教授）

広島県東広島
市

30時間

令和3年1月30日～
令和3年1月31日、
令和3年2月13日～
令和3年2月14日

教諭

陸上競技の指導
にあたる者（体育
教員、部活動顧
問、外部指導員

等）

15,000円 30人
令和2年12月5日～
令和2年12月26日

令02-
80024-
511068号

050-1746-8410 http://www.jaaf.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６回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 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
本陸上競技連盟

【選択】基礎から身につく陸上競
技（JAAF公認ジュニアコーチ養
成講習会）

陸上競技の「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本的な指導方法を
学ぶ。コーチング哲学や安全管理、栄養学、コンディショニン
グ等の基礎理論の理解から、短距離、ハードル、長距離、競
歩、跳躍、投てき種目を実際に行い陸上競技の理解を深め
る。なお、本講習会は日本陸上競技連盟公認ジュニアコー
チ養成講習会の専門科目講習として実施される。

繁田　進（東京学芸大学　教授）
沼澤　秀雄（立教大学　教授）
桜井　智野風（桐蔭横浜大学　教授）
櫻田　淳也（東京女子体育大学　教授）
東川　安雄（広島文化学園大学　教授）
渡邊　將司（茨城大学　教育学部・准教授）
森　健一（武蔵大学　基礎教育センター・准教
授）
田中　悠士郎（強化部指導者養成課職員）
泉原　嘉郎（福岡大学　スポーツ科学部・非常
勤講師）
福島　洋樹（富山大学　人間発達科学部 人間
環境システム学科・准教授）

東京都北区 30時間
令和3年3月19日～
令和3年3月21日

教諭

陸上競技の指導
にあたる者（体育
教員、部活動顧
問、外部指導員

等）

15,000円 30人
令和3年1月22日～
令和3年2月12日

令02-
80024-
511069号

050-1746-8410 http://www.jaaf.or.jp/

公益社団法人日
本地球惑星科学
連合

【選択】砂つぶから地球を読む－
世界の砂から土地のなりたちと
地殻の進化を学ぶ

海岸砂は地域によるバリエーションが豊富で、鉱物の知識
の応用が可能であり、教材として大きな可能性を持ってい
る。本講習では、等々力渓谷で武蔵野台地の断面を観察
し、関東ロームや箱根－東京軽石の火山灰鉱物の洗い出し
と識別を体験した後、関東各地の海岸砂を観察して、それら
の多くが火山由来の鉱物や岩片で構成されていることを確
認する。また世界各地の砂を顕微鏡下で観察し、土地の成
り立ちと砂の情報を結びつけて理解する。

萩谷　宏（東京都市大学　理工学部自然科学
科・准教授）

東京都世田谷
区

6時間 令和2年9月20日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円 20人
令和2年7月16日～

令和2年9月6日

令02-
80025-
511094号

03-6914-2080 http://www.jpgu.org/

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】幼児教育に携わる先生の
ために一人一人を大切にする保
育の推進～幼児期の特別支援
教育～

幼児期は個人差がとても大きい時期です。また子どもを取り
巻く環境や社会の変化に伴い、幼児教育現場では気になる
子ども、苦戦している子どもが増えています。子どもたち一
人一人の発達に寄り添いながら、多様な視点から幼児を理
解し、成長を育む保育やチーム支援の在り方について学び
ます。幼稚園、小学校両方の現場経験豊富な講師が演習を
交えながらわかりやすく講義を進めます。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校の
教諭・養護教諭

向け

6,000円 100人
令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511110号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】幼児教育等に携わる先生
のための保護者と園との「共育」
を目指す子育ての支援

子どもたちの健やかな成長のためには、園と保護者が連携
して共に子育てに向かう姿勢が大切です。しかし、社会の状
況や様々な家庭環境を背景に孤立した子育てが行われ、保
護者が育児不安を抱える現状が見られます。保護者・保育
者・関係機関がつながりながら進める子育て支援の実現と
園の役割について、受講者とともに考えます。本講座は、幼
小連携の観点から小学校教諭・養護教諭も対象とします。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校
の教諭・養護教

諭向け
6,000円 100人

令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511111号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもを育てるPBIS-開発
的積極的生徒指導の実際-

ＰＢＩＳ（望ましい行動への介入とサポート）は、学校や学年、
あるいは学級で比較的容易に実践できる積極的な生徒指導
の手法です。望ましい行動を増やし、規範意識を育てること
につながる手法で、高い教育効果が実証されています。こ
れを日本の学校教育に合わせて効果的に導入し、日常の教
育活動に活かすにはどのようにしたらいいのかを具体的に
解説します。日本の実践例も紹介し、導入をイメージしやす
いよう構成しています。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511112号

082-211-1030 http://www.aises.info
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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６回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 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】コミュニケーション力を育
てる感情の学習-社会性と情動
の学習（ＳＥＬ）の実際-

「空気が読めない」「すぐ切れる」といった感情にかかわる問
題を抱えた幼児・児童生徒が増えています。本講座では、こ
うした子どもたちへの対応に苦慮されている先生方のため
に、世界ではすでに広く実践され、成果も実証されている
『社会性と情動の学習（ＳＥＬ）』をご紹介します。講師は、全
国各地の幼稚園、学校で高い評価と実績がある講師陣で
す。明日からすぐに使えるミニ演習や楽しみながら感情につ
いて学べる実践を紹介します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511113号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】キャリア教育の視点を生
かした主体的・対話的に深く学び
合う子どもの育成

対話的な学びを支える「傾聴・質問・承認」の対話スキル
(コーチング)を基盤に①授業における対話とは何か。②な
ぜ、「主体的・対話的で深い学び」が必要なのか。③グロー
バルな視点から見た教育の価値観と目的。④授業改善の中
核である協同学習の原理と技法。⑤授業改善の導入方法と
校内体制作りのポイント。これらを学び合いながら、キャリア
教育の目標である「生きる力」を育む視点と技法の獲得を目
指します。

鈴木　建生（ユマニテク短期大学　学長） インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511114号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】やってみよう！ピアサポー
ト＜トレーニング編＞

多くの学校現場と協同し実際に不登校や非行の問題を解決
してきた講師が、コミュニケーションや課題解決の方法など
の授業の進め方やポイントをたのしく解説します。学習指導
要領改訂の方向性を踏まえ、”友達同士で支え合い、主体
的に課題を解決すること”“自分の所属するコミュニティに寄
与すること”そして“思いやりあふれる学校風土の醸成”をね
らいとしたピアサポートプログラムについて学びます。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511115号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】学級経営と保護者対応

幼児・児童生徒の基本的欲求である交流の欲求を満たす良
質のコミュニケーションの場を学級経営に組み込むことによ
り，幼児・児童生徒相互のソーシャルボンドを構築され，不
登校やいじめの未然防止につながるなど，幼児・児童生徒
に対する支援や学級経営のあり方について実践例を元に解
説する。また、保護者の意識分析を元に，保護者の置かれ
ている状況を理解し面談にどう生かすか，面接事例を通じて
解説する。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511116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】発達障害への理解と合理
的配慮ーユニバーサルデザイン
の視点からー

障害者差別解消法施行により、合理的配慮の提供は教育
現場でも義務となりました。本講座では、「合理的配慮」とは
何か、何のためにするのかをわかりやすく解説します。その
上で、様々な事例を通して、子どもの成長を支援するために
必要な合理的配慮のあり方や教育実践を紹介します。ま
た、基礎的環境整備や子ども理解の方法等も交えた内容
を、教職経験を持ち、現場の実態に即してわかりやすいと定
評のある講師が講演します。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 100人
令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511117号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】様々な課題解決のための
組織的対応のあり方

今後の「チーム学校」の動きを踏まえ、課題を抱える幼児・
児童・生徒、家庭を支えていくために、様々な立場の専門家
が協働し、機能する方策について検討する。また、教職員間
での判断や方針の共通理解の在り方や、組織体制づくり、
校務分掌の明確化や全校（園）システムの確立、校内研修
等について、包括的な観点から解説し、生徒指導の組織・体
制の考え方の観点から、問題行動等への対応として有効な
チーム支援の進め方を事例をもとに考察する。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511118号

082-211-1030 http://www.aises.info
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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６回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 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】今求められる幼児教育と
小学校教育の接続

幼児教育と小学校教育の接続の推進は、今求められている
大きな課題です。新幼稚園教育要領の中で示された「幼児
期の終わりまでに育ってほしい姿」や「主体的・対話的で深
い学び」について講義や事例を通して理解を深めるととも
に、これらの文言を校種を超えた共通言語として注目し、幼
小接続の一層の推進と具現化について受講者と一緒に検
討し合い、学び合います。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校
の教諭・養護教

諭向け
6,000円 100人

令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511119号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】養護教諭が行うアセスメ
ント

保健室は身体的不調を訴えれば、誰もが気軽に利用できる
場所です。そのため、保健室には、様々な課題を抱えた児
童生徒が訪れます。病気やけがばかりではなく、学習や対
人不安、家族の問題であったりする場合も少なくありませ
ん。養護教諭には、職種の特性や視点を活かしてアセスメン
トすることが求められます。また、アセスメントの結果を、ど
のように発信してチーム支援に生かすのか、実践例を参考
に、演習を通して研修します。

小玉　有子（弘前医療福祉大学　保健学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

養護教
諭

全学校種　養護
教諭

6,000円 100人
令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511120号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】ネットいじめ・SNS問題の
現状と対応策

近年、複雑化深刻化しているネットやスマホ問題、携帯や
LINEトラブル、ネットいじめ等、学校現場で起こっている様々
なSNSに関係した生徒指導上の問題に特化した内容を講義
します。現状の理解、未然防止策に加え、トラブルが起こっ
てしまった場合の解決のあり方を具体的な事例紹介しなが
ら学んでいきます。

金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511121号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】豊かな感情と社会性を育
む学習

学級の中で気になる子どもについて聞くと、必ず感情のコン
トロールが未熟だったり、自己中心的な視点で行動したりす
る子どもの話題があがります。その一方で我慢することを求
めるだけで、他に方策を持てず悩んでいる教師も多くいま
す。本講座は、感情の発達、感情理解や感情表現、そして
社会的な判断力などをどのように育てていくかを体験的に学
びます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511122号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】学びのユニバーサルデザ
イン

「主体的・対話的で深い学び」が求められる今日、学習者自
らが自分に合った学び方を選んで学んでいく教室が「学びの
ユニバーサルデザイン（UDL）」では実現できます。教室には
多様な学び方の学習者がいること、一斉指導では学びの障
壁が生じることを体験すること等を通じて、アクティブラーニ
ングである多様な学びを提供していく実践の在り方、授業改
善の方法を学んでいきます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和2年12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511123号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもの発達と愛着ー肯
定的関わりのスキル

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3年2月1日～
令和3年3月28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12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511124号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】学び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

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るます。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3年2月1日～
令和3年3月28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12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511125号

082-211-1030 http://www.aises.info
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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６回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 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】特別支援教育の視点を活
かした生徒指導

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3年2月1日～
令和3年3月28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12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511126号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】今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

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3年2月1日～
令和3年3月28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12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511127号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもや保護者との信頼
関係の築き方

生徒や保護者との信頼関係を構築し、生徒指導や保護者対
応のために教育相談技法を身につけることは非常に有効で
す。本講座は、現場で長く生徒指導・教育相談に携わり、豊
富な相談経験をもつ講師が、学校で使えるカウンセリング技
法やブリーフセラピーについて演習を交えながら紹介しま
す。教師が現場で行う開発的カウンセリングの実際が学べ
ます。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）
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3年2月1日～
令和3年3月28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12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511128号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】主体的・対話的な深い学
びを促進する授業ー協同学習の
理論と方法

主体的・対話的で深い学びを実現し、学力向上や学びの質
の向上に効果が実証されている協同学習について、心理教
育と授業づくりの視点から、子どものコミュニケーションを促
進する授業づくりについて分かり易く解説します。さらに、個
と集団の理解、より効果的な学習を推進するためのポイン
ト、教師の働きかけ等、演習を通して実践的に学んでいきま
す。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）
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3年2月1日～
令和3年3月28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12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511129号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】愛着に課題を抱える子ど
もの理解と支援

不登校や非行，暴力行為は、ますます増加傾向にありま
す。その背景には、愛着の課題を抱えていると考えられる子
どもが増加している実態があります。本講座では愛着がど
のように発達するのか，愛着の課題を抱えている子どもをど
う理解するのか，そしてどう支援すれば良いのかについてわ
かりやすく解説します。そして、学校教育の中で、教師や
チームができることを具体的な事例を交えながら、するべき
支援のあり方を演習を通して学びます。

山崎　茜（広島大学大学院　教育学研究科教職
開発講座講師）

インターネット 6時間
令和3年2月1日～
令和3年3月28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12月1日～
令和3年1月15日

令02-
80032-
511130号

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

16 / 16 ページ


