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北海道教育大学
【選択】感情のコントロール －ス
トレスマネジメント教育を中心に
－

「ストレスがたまっていたからやった」。犯罪が起きるたび
に、そんな報道を目にします。また元気そうに学校生活を
送っている児童生徒の中にもリストカットや摂食障害などの
問題を抱えている子がいます。
自分の「イライラやむかつき、不安」がどうして生じるのか、
そういった反応をどうすれば人や自分を傷つけずに解消・解
決できるのか？学校教育の中でストレスについて学ぶ授業
をもっと積極的に行う時代が来ています。

安川　禎亮（大学院教育学研究科教授） 通信教育 6時間
令和2年11月1日～
令和2年12月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 2,000人
令和2年9月26日～
令和2年10月5日

令02-
10002-
511156号

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

北海道教育大学
【選択】テクノロジーと学びのユニ
バーサルデザイン(UDL)で主体的
な学習者の育成を

学習指導要領の改訂に伴い、主体的に学ぶ児童生徒の育
成に注目が集まる中で、テクノロジーは有効なツールとなり
得るものである。また、遠隔による学習に注目が集まるなか
で、教育におけるテクノロジーの位置づけが急速に学校現
場に問われている。本講座では、主体的な学習者を育成す
るための学習環境を作り出す理論的枠組みである学びのユ
ニバーサルデザイン(UDL)の基本的な理解と実践、その枠
組みの中でテクノロジーをどのように活用することが可能か
について検討する。

川俣　智路（大学院教育学研究科准教授） 通信教育 6時間
令和2年11月1日～
令和2年12月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 2,000人
令和2年9月26日～
令和2年10月5日

令02-
10002-
511157号

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

北海道教育大学
【選択】学級経営の基盤を創る５
つの観点と１５の方策

本講習では、学級経営の基盤を創る5つの観点を元にした
15の方策をとらえる。5つの観点は、【学級崩壊の兆候と要
因を取り除く】【明るい学級環境の雰囲気を創る】【潜在的な
子どもの心をとらえる】【生活集団活動を通じて社会関係力
を高める】【教師の協同的な関係力を見せる】で、各方策を
箇条書き方式でとらえる。

玉井　康之（副学長、教育学部釧路校教授）
楜澤　実（教育学部釧路校准教授）

通信教育 6時間
令和2年11月1日～
令和2年12月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 2,000人
令和2年9月26日～
令和2年10月5日

令02-
10002-
511158号

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

北海道教育大学
【選択】救急救命処置・自然災害
と防災教育

救急救命処置では、心肺蘇生法について、PowerPointを
使った講義の後、基本的な手技の実演を提示します。自然
災害と防災教育では、学校現場において防災教育を指導で
きる教員の育成を目的とします。具体的には、学校、家庭、
地域における自然災害と防災・減災、避難所のあり方につ
いて解説します。

羽賀　將衛（保健管理センター教授）
佐々木　貴子（教育学部札幌校教授）
酒井　多加志（教育学部釧路校教授）

通信教育 6時間
令和2年11月1日～
令和2年12月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 2,000人
令和2年9月26日～
令和2年10月5日

令02-
10002-
511159号

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

島根大学
【選択】統計化学と数理最適化
－社会で使われる数学－

第1部では数学Bに含まれる統計的推測の内容を決定理論
において統括した内容について講習を行う。本講習が生徒
への教育の一助となれば幸いである。
第2部では、数理最適化に関する基礎的な事柄とその応用
に関する講習を行う。高校までの数学とのつながりを意識
し、社会でどのように数学が用いられているか等、数学を学
ぶ動機づけにつながる話題を提供する。

山田　隆行（学術研究院理工学系　准教授）
鈴木　聡（学術研究院理工学系　助教）

通信教育 6時間
令和2年9月26日～
令和2年10月22日、
令和2年10月24日

教諭
中学校・高等学
校　数学科教諭

向け
6,000円 30人

令和2年8月16日～
令和2年8月30日

令02-
10067-
511154号

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

島根大学
【選択】「特別の教科　道徳」を要
とした新しい時代の道徳教育

本講習では、近年の道徳教育の政策動向を踏まえ、これか
らの道徳教育の在り方について、講義と個人課題を通して
理解を深める。「特別の教科　道徳」が目指す授業づくりに
ついて、講義と個人課題を行う。道徳の指導法に関して、特
に、コールバーグの道徳性発達理論に基づく授業づくりを行
う。同講習を通じて、幼稚園から高等学校へ至るまでの各校
種間の連携（幼小連携、中高連携）という観点から、道徳教
育について学びを深める。

高塚　寛（元島根大学学術研究院教育学系　特
任教授）
丸橋　静香（学術研究院教育学系　教授）

通信教育 6時間
令和2年10月17日～
令和2年11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8月16日～

令和2年9月6日

令02-
10067-
511155号

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

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）

京都府宇治市 6時間 令和2年10月17日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 36人

令和2年8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511160号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和２年度(第７回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

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

種
主な受講対象者
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開設者名 講習の名称 講習の概要 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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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）

京都府宇治市 6時間 令和3年1月16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 50人
令和2年8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511161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10月17日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和2年8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511162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10月17日 教諭
幼稚園・小学校
（低学年）教諭

6,000円 24人
令和2年8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511163号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】気付きの質が高まり、学
ぶ意欲が育つ生活科学習の展開

生活科の教育原理を踏まえ、気付きの質を高め、学ぶ意欲
を育てる生活科学習について、理論と子どもの実際の姿か
ら学びます。
子どもに取り組ませたいという教師の願いと子どもが「やっ
てみたい、やってみよう」という思いをすりあわせながら、探
究活動の醍醐味を味わわせる指導と評価について考察して
いきます。

寺田　博幸（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10月3日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和2年8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511164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）

滋賀県近江八
幡市

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 24人
令和2年8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511165号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】「子どものこころ」を育む
関わり

子どもは、こころの内側にそれぞれの「生きたイメージ世界」
を持ちながら、外の世界を感じ、外在する大人や友人達との
関係を形成していきます。教師はそのような子どもの成長を
育みますが、教師自身への気づき（自己覚知）が、子どもを
育む上で大きく影響します。本講習では、音楽療法や絵画
療法の手法を用いながら、「子どもを育む関わり」と「養育者
自身への気づき」のうち・そとについて、リレーワークショップ
形式で学びます。

柴田　長生（こども教育学部こども教育学科教
授）
堀内　詩子（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10月10日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校
教諭、養護教諭

6,000円 30人
令和2年8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511166号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】幼稚園における発達障害
児とその親への支援

就学前の保育園や幼稚園において、発達障害児が持ってい
る特有の言動に困難をきたす保育士や幼稚園教諭は少なく
ない。本講習では、保育カウンセラーをゲストスピーカーに
招き実践事例を聴くなど、さまざまな事例を通しながら、発達
障害の特徴を捉え、その対応についてみなで検討したいと
考えている。事例提供者の希望があれば事前に申し受けた
い。

三林　真弓（臨床心理学部臨床心理学科教授） インターネット 6時間
令和2年10月10日、
令和2年10月17日、
令和2年10月24日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 24人
令和2年8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511167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７回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 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】こどものからだと遊び

こどものからだでは、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。こどもの遊びでは、数量・図
形に対する感覚の育ちについて解説する。身近な環境を通
してその感覚を育んでいくこと、幼児が遊びを中心とする生
活のなかで身近な環境に関わることで育まれる数量や図形
に対する感覚が、就学後のどのような学びのベースになって
いるのか演習を通して学ぶ。

岡本　浄実（こども教育学部 こども教育学科准
教授）
中橋　葵（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10月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 36人
令和2年8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511168号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】脳の発達過程から理解す
る　子どもの高次脳機能障害

子どもの高次脳機能障害の基本的な考え方、原因、特徴に
ついて学び、脳の発達過程から理解する。子どももでできる
神経心理学的検査について学び、実際に注意機能検査を
体験し、注意機能のはたらきについて考える機会をもつ。さ
まざまな事例から学校現場でどのような対応が可能かにつ
いて考える。

中島　恵子（臨床心理学部臨床心理学科教授）
滋賀県近江八
幡市

6時間 令和2年11月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・養護教
諭・栄養教諭

6,000円 30人
令和2年8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511169号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】脳の発達過程から理解す
る　子どもの高次脳機能障害

子どもの高次脳機能障害の基本的な考え方、原因、特徴に
ついて学び、脳の発達過程から理解する。子どもでもできる
神経心理学的検査について学び、実際に注意機能検査を
体験し、注意機能のはたらきについて考える機会をもつ。さ
まざまな事例から学校現場でどのような対応が可能かにつ
いて考える。

中島　恵子（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12月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・養護教
諭・栄養教諭

6,000円 50人
令和2年8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511170号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】子どもの運動発達と運動
遊び

幼少期の運動遊びは何のために、何を、どのようにすれば
よいのでしょうか。本講習では、講義では学術研究等の結果
を取り入れながら、幼少期における運動発達および運動遊
びに関する理解を深めます。また実技では実際に体を動か
しながら、現場で実践できる多様な動きを身につけるための
運動遊び（幼稚園・小学校低学年向き）の展開方法を学びま
す。

田中　真紀（京都文教短期大学幼児教育学科
准教授）

京都府宇治市 6時間 令和2年10月11日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭（低学

年）
6,000円 40人

令和2年8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511171号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学 【選択】コンテンツツーリズム入門

今日の観光は、情報社会の進展に伴い大きく変化してい
る。旅行者が求める満足の質が、急速に創造的、表現的な
ものへと移ってきている。この変化が最も顕著に表れている
のが、コンテンツツーリズムである。このツーリズムを知るこ
とで、現代人が本当に求めているもの、他者に対する考え
方などを知ることができる。授業ではいくつかの事例を採り
上げ、一見特異に見えるその現象が、いかに現代人の内面
を表しているかを確認していく。

片山　明久（総合社会学部総合社会学科准教
授）

滋賀県近江八
幡市

6時間 令和2年11月29日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 30人

令和2年8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511172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）

京都府宇治市 6時間 令和2年11月14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8月17日～
令和2年10月1日

令02-
30410-
511173号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

大阪体育大学
【選択】健康・体力づくり運動の理
論と実際

幼児期運動指針および学習指導要領（保健体育）を概観す
ると、幼児、児童、生徒が自発的に体を動かす習慣を身に
着けるとともに、生涯にわたる身体活動の定着を実現させよ
うとする動きが窺える。この講習は、児童生徒のみならず働
き盛り世代や高齢者といった幅広い対象が親しめるスポー
ツ活動について、健康・体力づくり関連の講義および地域に
根差したスポーツ活動の実践を通じて学習する（運動のでき
る服装及び室内シューズ持参必須）。

金子　勝司（教育学部　教授）
竹内　亮（教育学部　教授）

大阪府泉南郡
熊取町

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、特別支
援学校　保健体

育教諭

7,000円 30人
令和2年8月17日～
令和2年9月30日

令02-
30442-
511137号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp
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対象職

種
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大阪体育大学

【選択】小学校理科授業における
「考察」から「結論」の授業展開：
アーギュメント構成能力に着目し
て

アーギュメントとは論証の構造であり，近年，Tonlmin（1958）
モデルを応用し，「主張」「証拠」及び，それらを結びつける
「理由付け」から成るアーギュメントが理科授業の結論を記
す場面に導入されている。全国学力学習状況調査の正答例
に鑑みても，学校教育にアーギュメントに関する能力の育成
が求められている。本講習は，教師のアーギュメント構成や
児童が記述したアーギュメントの評価を支援する内容で構
成される。

神山　真一（教育学部　講師）
大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和2年11月14日 教諭 小学校教諭 7,000円 40人
令和2年8月17日～
令和2年9月30日

令02-
30442-
511138号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

大阪体育大学
【選択】知的障害特別支援学級で
の自立活動の指導－特別支援
学校の実践からの検討－

特別支援学校では、従前から自立活動の領域が設けられて
いましたが、今回の学習指導要領の改訂で、小中学校にも
初めて自立活動が明記され、特別支援学級において特別の
教育課程を編成する場合には、自立活動を取り入れること
が規定されました。本講習では、特別支援学校での実践例
を参考に、知的障害特別支援学級で自立活動を取り入れる
ファーストステップとして、その意義や基本的な指導につい
て考えていきたいと思います。

藤原　彰子（教育学部　准教授）
大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和2年11月14日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
7,000円 40人

令和2年8月17日～
令和2年9月30日

令02-
30442-
511139号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

大阪体育大学
【選択】小学校外国語活動や外
国語科の授業づくり

本講習は、小学校教員が外国語活動や外国語科の授業作
りについて理解を深めることを目的としています。
内容として、①外国語活動・外国語科の授業を実施する上
で必要な「第二言語習得論」などの理論②小・中の連携につ
いて触れつつ、指導案の作成や実際の授業作りで活用でき
る視点を提示し、③実際にマイクロティーチングなどの演習
を行います。
参加される方は、必ず実際に小学校で使用した指導案をご
持参下さい。

吉田　雅子（教育学部　講師）
大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和2年11月15日 教諭 小学校教諭 7,000円 40人
令和2年8月17日～
令和2年9月30日

令02-
30442-
511140号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

大阪体育大学
【選択】児童が運動の楽しさを味
わえる小学校体育科の授業づく
り

小学校体育科の授業づくりに向けて、「よい体育授業のスタ
ンダード」や各運動領域に応じた授業づくりのポイントについ
て、講義及び実技を通して理解を深める。実技では主に「体
つくり運動系」、「陸上運動系」、「ボール運動系」の3つの領
域に焦点をあて、どのような教材・教具を取り入れれば、児
童が体を動かす楽しさを味わいながら、体力・運動能力を高
めていけるのかについて触れていく。また、運動が苦手な児
童も楽しめるような授業づくりの工夫についても触れ、様々
な実践例を紹介する。

陳　洋明（教育学部　講師）
大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和2年11月15日 教諭 小学校教諭 7,000円 40人
令和2年8月17日～
令和2年9月30日

令02-
30442-
511141号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

大阪体育大学
【選択】教育におけるワーキング
メモリ

人間の一時的な記憶であるワーキングメモリは、日常の
様々な場面に影響を及ぼす認知機能の1つである。ワーキ
ングメモリには個人差があり、教育場面において大きな影響
を与えている。また、各種発達障害においてもワーキングメ
モリの問題が多数指摘されている。この講義ではワーキン
グメモリの基本的な知識や個人差について学び、特別支援
教育を含めた教育場面におけるワーキングメモリの影響に
ついて考えていきたい。

土田　幸男（教育学部　准教授）
大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和2年11月15日 教諭
小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校教諭

7,000円 40人
令和2年8月17日～
令和2年9月30日

令02-
30442-
511142号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

大阪体育大学
【選択】日本の音と楽器へのアプ
ローチ

日本の伝統的な音・音楽について，講義および実際に音を
出し，音・音楽をつくる体験を通して，その特徴，学び方につ
いて理解する。本講習では，具体的に，生活の中にある身
近な音具，楽器（太鼓），民舞などをとり上げる。さらに，授
業づくりにおいて，伝統音楽の音・音楽の特徴，学び方を活
かしたとり組み方について学習する。

石塚　真子（教育学部　教授）
大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和2年11月21日 教諭
小・中・高等学校

音楽教諭
7,000円 20人

令和2年8月17日～
令和2年9月30日

令02-
30442-
511143号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp
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大阪体育大学 【選択】体験学習を通して考える

学びを深める手段として、近年、リフレクションが注目されて
います。しかし、自分自身の実践にしろ、授業内での生徒へ
の促しにしろ、うまくいかないことが多いのが実情ではない
でしょうか。本講習では、リフレクションについて、体験学習
を通して考えます。リフレクションとは、反省やダメ出しでは
ありません。振り返りよりも本質まで迫るものです。その奥深
さの一端について、一緒に体験してみましょう。

加藤　良徳（教育学部　教授）
大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和2年11月21日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

教諭
7,000円 30人

令和2年8月17日～
令和2年9月30日

令02-
30442-
511144号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

大阪体育大学 【選択】アダプテッド・スポーツ

アダプテッド・スポーツとは、実践する人の状況に合わせて
ルールや用具を適応させたり、工夫させて実施するスポーツ
のことをいう。障がいを有する場合や極端に運動が不得意
だったり、低体力により通常のスポーツ種目の実施が困難
な場合においても、一人ひとりがスポーツを実践し、その楽
しさを味わうことができると考えられる。本講座では、その概
念を解説しながら、具体的な実践例を紹介し、「創造する体
育」のおもしろさを共に考える。

植木　章三（教育学部　教授）
曽根　裕二（教育学部　准教授）

大阪府泉南郡
熊取町

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・特別支
援学校　保健体

育科教諭

7,000円 30人
令和2年8月17日～
令和2年9月30日

令02-
30442-
511145号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

大阪体育大学
【選択】水泳授業の指導の内容と
方法

学校体育の水泳系領域で取り扱うべき内容とその系統性を
整理するとともに、その具体的な指導方法について、講義・
演習・実習を交えながら学ぶ。特にここでは「安全確保につ
ながる運動」ならびに「近代泳法」を学習する上で必要な理
論と実践的な指導方法について取り上げる。

浜上　洋平（教育学部　講師）
大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和2年11月21日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育教諭

7,000円 30人
令和2年8月17日～
令和2年9月30日

令02-
30442-
511146号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

大阪体育大学 【選択】保健体育の授業づくり

新学習指導要領に向けた保健体育の授業づくりや運動部活
動の指導法をキーワードに講義を展開する。確かな学習内
容の習得を保証する「よい保健体育授業」は、どのような条
件のもとで実現されるのか。本講習では、学習者に高く評価
される授業がどのような条件のもとで生み出されるのかを、
これまで行われてきた授業実践や研究の成果を踏まえて明
らかにしていく。

小林　博隆（体育学部　准教授）
土屋　裕睦（体育学部　教授）

大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和3年1月9日 教諭
中学校、高等学
校　保健体育教

諭
7,000円 130人

令和2年8月17日～
令和2年9月30日

令02-
30442-
511147号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

大阪体育大学
【選択】スポーツ科学と保健体育
の授業づくりⅠ

体育授業の教科内容を構成しているスポーツ科学に関する
科学的知見と授業場面への応用の仕方を講義する。実技で
は、器械運動、ダンス、バスケットボール、ベースボール型
球技種目を取り上げ、それぞれの運動特性、指導法、教材
などについて実践を交えながら紹介していく。

三島　隆章（体育学部　教授）
曽根　裕二（教育学部　准教授）
白井　麻子（体育学部　准教授）
藤原　敏行（体育学部　准教授）
比嘉　靖（体育学部　准教授）
滝沢　洋平（体育学部　講師）
小林　博隆（体育学部　准教授）

大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和3年1月10日 教諭
中学校、高等学
校　保健体育教

諭
7,000円 130人

令和2年8月17日～
令和2年9月30日

令02-
30442-
511148号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

大阪体育大学
【選択】スポーツ科学と保健体育
の授業づくりⅡ

体育授業の教科内容を構成しているスポーツ科学に関する
科学的知見と授業場面への応用の仕方を講義する。実技で
は、体つくり運動、レクリエーション、バレーボール、陸上競
技を取り上げ、それぞれの運動の特性、指導法、教材など
について実践を交えながら紹介していく。

梅垣　明美（体育学部　教授）
石川　昌紀（体育学部　教授）
手塚　洋介（体育学部　教授）
小林　博隆（体育学部　准教授）
伊原　久美子（体育学部　准教授）
浅井　正仁（体育学部　教授）
貴嶋　孝太（体育学部　准教授）

大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和3年1月11日 教諭
中学校、高等学
校　保健体育教

諭
7,000円 130人

令和2年8月17日～
令和2年9月30日

令02-
30442-
511149号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp
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神戸学院大学
【選択】社会学的視点から見た学
校教育と教育文化

現代の教育問題は、社会の他の事象と関連し、複雑さを増
している。いいかえれば、教育現象はすぐれて社会学的な
研究対象といえる。園・学校では、教師の意図した「善なる
営み」が目指されているにもかかわらず、幼児・児童・生徒・
保護者さらには園・学校をとりまく社会からの攻撃対象と
なってしまうこともある。本講習では、社会学的な視点から
「学校教育」と「教育文化」について、みなさんと考えたいと
思っている。

岩本　茂樹（現代社会学部教授）
都村　聞人（現代社会学部准教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和2年12月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和2年8月20日～
令和2年9月10日

令02-
30484-
511191号

078-974-1551
http://www.kobegakuin.
ac.jp/

岡山短期大学
【選択】保育内容「健康」の理論と
教材研究

本講習では、「幼児と健康」のつながりとその指導を再考し
ていくための理論と教材研究について講義します。本講習
は、『幼稚園教育要領』と関連づけながら、前半では、保育
内容「健康」そのものに焦点をあてていきます。さらに後半で
は、具体的な遊びなどを取りあげながら、幼児の発達過程を
踏まえた教材研究の方法と幼児指導への適用について解
説します。

都田　修兵（幼児教育学科・講師）
吉田　升（幼児教育学科・助教）

岡山県倉敷市 6時間 令和2年11月7日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年8月17日～
令和2年9月16日

令02-
35253-
511189号

086-428-2651
(内線： 348)

https://owc.ac.jp

岡山短期大学
【選択】里山保育と幼児の表現活
動

本講習では、里山保育（森や川、田畑などの自然の中で体
験することを基軸とした保育）について学ぶとともに、実際に
本学の敷地内で季節のものを採集していきます。そのうえ
で、採取したものを用いたり、そこからイメージを広げてでき
る幼児の表現活動（図画工作）を紹介します。

尾崎　聡（幼児教育学科・教授）
関野　智子（幼児教育学科・准教授）

岡山県倉敷市 6時間 令和2年11月14日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和2年8月17日～
令和2年9月16日

令02-
35253-
511190号

086-428-2651
(内線： 348)

https://owc.ac.jp

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「多様性を尊重した保育実践」をテーマに、子ど
もたち一人ひとりがもつさまざまな「違い」に着目し、多様性
が尊重されるクラス作りについて考えることを通して、共生
の社会を実現できる力を子どもたちにいかに育んでいくのか
を考えていく。

卜田　真一郎（常磐会短期大学　幼児教育科教
授）

大阪府大阪市 6時間 令和2年10月10日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 80人
令和2年8月19日～
令和2年8月25日

令02-
80011-
511174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

幼児期の遊びは、主体的に自ら物事に関わり思考を働かせ
て周囲の友だちと様々な経験を通して、社会情動的スキル
や非認知能力を育むことが必要である。日々関わる保育者
は、子どもの声に耳を傾け、能動的に学びに向かえるように
働きかけ、周りの友だちと今までの経験を活かしてより深い
学びとなるよう発達段階に合わせて関わることが重要であ
る。本講習では、子どもの主体性を育むための教育・保育の
在り方について考え方を深めたい。

川田　学（北海道大学大学院　教育学研究院附
属子ども発達臨床研究センター准教授）
松本　博雄（香川大学　教育学部准教授）

香川県綾歌郡
宇多津町

6時間 令和2年10月22日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人
令和2年9月10日～
令和2年9月18日

令02-
80011-
511175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

近年、子どもを取り巻く自然や社会環境は大きく変化してい
ます。この講習会ではその中から特にICTと特別支援教育に
焦点を当てて子どもの認知特性と、それに応じた関わり方に
ついて心理学と脳科学の観点から一緒に考えていきます。
また、これまで私たち幼稚園教諭が子どもたちのためと思っ
て整えてきた環境は、子どもにとってもそう感じることのでき
るものだったでしょうか？子どもにとって本当に必要な環境
とは何か一緒に考えていきましょう。

大浦　賢治（小田原短期大学　保育学科准教
授）
野津　直樹（小田原短期大学　保育学科准教
授）

神奈川県小田
原市

6時間 令和2年10月24日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 100人
令和2年9月7日～
令和2年9月10日

令02-
80011-
511176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

児童虐待、DV、貧困、ひとり親家庭など、現代社会では子ど
もの育つ家庭に様々な困難があります。これらの背景と現
状を踏まえ、保育者としてどのように対応すればよいか考え
てみましょう。また、幼児期における教育は、生涯にわたる
人格形成の基礎を培う重要なものです。造形の観点から最
近の知識を紹介するとともに造形支援上の疑問の解決に役
立つよう提案致します。

上野　文枝（小田原短期大学　保育学科准教
授）
水野　道子（小田原短期大学　保育学科准教
授）

神奈川県小田
原市

6時間 令和2年10月25日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 100人
令和2年9月7日～
令和2年9月10日

令02-
80011-
511177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７回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 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

各種の発達理論と目前の子どもの発達の事実を、どのよう
に結びつけ指導に生かすのか。誕生から成人までの発達の
道すじを俯瞰し、人間発達のダイナミックな構造に迫ること
で、改めて乳幼児期の課題とは何かを考える。また、絵本、
紙芝居、おはなし等、保育現場の児童文化財について、そ
の基本概念を理解する。また、演習を交えながら効果的な
活用方法について考える。

小倉　直子（小田原短期大学　保育学科講師）
馬見塚　昭久（小田原短期大学　保育学科准教
授）

神奈川県小田
原市

6時間 令和2年10月31日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 100人
令和2年9月7日～
令和2年9月10日

令02-
80011-
511178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） 北海道函館市 6時間 令和2年9月26日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 50人
令和2年8月17日～
令和2年8月21日

令02-
80011-
511179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） 北海道札幌市 6時間 令和2年9月26日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 70人
令和2年8月17日～
令和2年8月21日

令02-
80011-
511180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） 北海道函館市 6時間 令和2年10月10日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 100人
令和2年8月25日～

令和2年9月1日

令02-
80011-
511181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） 北海道札幌市 6時間 令和2年10月10日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 100人
令和2年8月25日～

令和2年9月1日

令02-
80011-
511182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） 北海道釧路市 6時間 令和2年10月10日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 50人
令和2年8月25日～

令和2年9月1日

令02-
80011-
511183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） 北海道北見市 6時間 令和2年10月10日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 35人
令和2年8月25日～

令和2年9月1日

令02-
80011-
511184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） 北海道函館市 6時間 令和2年10月11日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 100人
令和2年8月25日～

令和2年9月1日

令02-
80011-
511185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） 北海道札幌市 6時間 令和2年10月11日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 100人
令和2年8月25日～

令和2年9月1日

令02-
80011-
511186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） 北海道釧路市 6時間 令和2年10月11日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 50人
令和2年8月25日～

令和2年9月1日

令02-
80011-
511187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） 北海道北見市 6時間 令和2年10月11日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 35人
令和2年8月25日～

令和2年9月1日

令02-
80011-
511188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７回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

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

種
主な受講対象者

中国学園大学・
中国短期大学

【選択】保育・教育でつかえる子
どもたちが楽しく活動できる造形
表現

前半は、保育・幼児教育の造形表現・環境、生活・家庭科等
の教材に活用できる染色について取り上げる。ワークショッ
プとして製作（オリジナルエコバック作り）を行い、材料やデ
ザイン、技法の工夫を通して子どもの発達段階に合った指
導方法について考察する。
後半は、幼児の描画表現について取り上げる。主に筆を
使ったワークショップを行い、子どもの気持ちに寄り添い、表
現したい気持ちを引き出すことについて検討する。

齊藤　佳子（子ども学部准教授）
伊藤　智里（子ども学部講師）

岡山県岡山市 6時間 令和2年10月4日 教諭
幼稚園教諭、保
育教諭、小学校

教諭
6,000円 40人

令和2年8月16日～
令和2年9月4日

令02-
90021-
511150号

086-293-0542 https://www.cjc.ac.jp/

中国学園大学・
中国短期大学

【選択】子どもの健康と安全

前半は、子どもの感染症とアレルギー疾患について、園生
活で気をつけることや適切な対応方法について学びます。ま
た、受講された方に手洗い実験もしていただきます。後半
は、子どもが安全な園生活を送るために知っておきたいこと
について学びます。子どもだけに見える世界を体験し、子ど
もの安全について考えていきましょう。はさみを持参してくだ
さい。

原田　眞澄（保育学科教授）
山本　房子（保育学科講師）

岡山県岡山市 6時間 令和2年10月4日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 35人

令和2年8月16日～
令和2年9月4日

令02-
90021-
511151号

086-293-0542 https://www.cjc.ac.jp/

中国学園大学・
中国短期大学

【選択】身近な物を使った探究的
な遊び－体を動かす・遊びを創
造する・音を見る・音に触れる

STEAM教育および、幼児教育と学校教育における教育内容
のつながりを意識しつつ、子どもの生活に身近な物を使った
探究的な活動を行います。前半の活動では、子どもたちが
自然とからだを動かしたくなる環境づくりについて、サーキッ
ト遊びを体験しながら実践的に学習し、受講者相互で学びを
共有します。
　後半の音の活動では、子どもの遊びや現代アートにヒント
を得て、見たり、触れたりして様々に音を体感するグループ
活動を行います。活動後は、グループごとに発表して活動内
容や気づきを共有します。

鳥越　亜矢（保育学科准教授）
𡈽田　豊（保育学科准教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年10月10日 教諭
幼稚園教諭、保
育教諭、小学校

教諭
6,000円 35人

令和2年8月16日～
令和2年9月4日

令02-
90021-
511152号

086-293-0542 https://www.cjc.ac.jp/

中国学園大学・
中国短期大学

【選択】幼児教育実践研究の方
法

幼児教育実践の質を高めていくためには、園内研究として、
あるいは個人研究として「実践研究」を進めていくことが欠か
せません。そこで、１）実践研究テーマをどう設定するか、２）
実践研究「仮説」をどう設定するか、３）実践をどう記録する
か、４）実践をどう分析･考察するか等について講義及び
ワークショップを行います。

住野　好久（現代生活学部教授） 岡山県岡山市 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 55人

令和2年8月16日～
令和2年9月4日

令02-
90021-
511153号

086-293-0542 https://www.cjc.ac.jp/
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