
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和２年度　免許状更新講習　第８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】保育課程論

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

日本で行われている特徴的な乳幼児教育プログラムを発達
理論の観点から検討する。また、日本における特徴的な教育
課程や世界的に注目されている教育課程等を検討し、これ
から求められる乳幼児教育の教育課程を展望する。さらに、
それらの知見を活かして教育課程を実際に編成することを通
して具体的に学ぶ。本講習は、令和2年度千葉大学教育学
部幼稚園教諭免許法認定講習の「保育課程論」のうち、１日
分の講習を更新講習としても認定できるようにするものであ
り、受講者は当該免許法認定講習の受講者に限定する。

冨田　久枝（教育学部特命教授） 千葉県千葉市 6時間 令和2年11月29日 幼稚園

幼稚園教諭（令和
２年度千葉大学
教育学部幼稚園
教諭免許法認定
講習受講者限定）

職務経験5年以上 6,000円 10人

令和2年9月16日～
令和2年9月25日

(備考　令和２年度千葉
大学教育学部幼稚園教
諭免許法認定講習受講
者限定の講習となるの
で、一般募集は行いま

せん。)

令02-
10021-
302940号

043-290-2529
http://menkyokoushin.c
hiba-u.jp/

千葉大学 【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。）

教育相談とは、幼児・児童・生徒が集団の中で適応的に生活
する力の育成や、個性の伸長、人格の成長を支援する教育
活動である。本科目では、個々の発達段階と心理的特性を
理解し、登園しぶり・不登校・いじめといった学校適応上の課
題を適切に捉え、子どもの育ちを支援するために必要な理論
や方法について学ぶ。また、受講者同士の意見交換やグ
ループワークなどの演習を通して、教育者、支援者としての
自己を省察し、理解を深める。本講習は、令和２年度千葉大
学教育学部幼稚園教諭免許法認定講習の「教育相談」のう
ち、１日分の講習を更新講習としても認定できるようにするも
のであり、受講者は当該免許法認定講習の受講者に限定す
る。

笠井　孝久（教育学部教授）
磯邉　聡（教育学部准教授）
保坂　亨（教育学部教授）
柴橋　祐子（千葉工業大学　情報科学部准教
授）

千葉県千葉市 6時間 令和2年12月20日 幼稚園

幼稚園教諭（令和
２年度千葉大学
教育学部幼稚園
教諭免許法認定
講習受講者限定）

職務経験5年以上 6,000円 10人

令和2年9月16日～
令和2年9月25日

(備考　令和２年度千葉
大学教育学部幼稚園教
諭免許法認定講習受講
者限定の講習となるの
で、一般募集は行いま

せん。)

令02-
10021-
302941号

043-290-2529
http://menkyokoushin.c
hiba-u.jp/

岐阜大学
【選択必修】学習障害児の教育支
援

学校を巡る近年の状況の
変化

近年、小中高等学校および特別支援学校では学習障害
（LD）のある児童生徒が増加しており、教育的支援のニーズ
が高まっている。本講座は、学習障害の中でも読み書きの障
害を取り上げ、特性、アセスメント、支援の手立てについて講
義を行う。支援については、特に、ICTを活用する意義につい
て理解することを目的とする。

村瀬　忍（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年11月8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9月25日～
令和2年10月2日

令02-
10045-
302943号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択必修】学校（園）の組織的対
応と危機管理『幼稚園』

様々な問題に対する組織
的対応の必要性
学校における危機管理上
の課題

選択必修領域として示されたカリキュラム基準に則して、
「様々な問題に対する組織的対応の必要性」と「学校におけ
る危機管理上の課題」を講義・演習を通じ各3時間、合計6時
間の構成とする。近年の学校（園）改革が求められている状
況を踏まえ、学校（園）の組織特性や改善すべき課題・改善
手法について理解を深める。また、学校（園）の内外での安
全管理の重要性や体制確認などリスク管理について理解を
深める。

芥川　祐征（大学院教育学研究科　助教）
足立　慎一（大学院教育学研究科　特任教授）
柘植　良雄（岐阜聖徳学園大学　教授）

通信教育 6時間
令和2年11月9日～
令和2年11月28日

幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和2年9月25日～
令和2年10月2日

令02-
10045-
302944号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択必修】学校（園）の組織的対
応と危機管理『小学校・中学校』

様々な問題に対する組織
的対応の必要性
学校における危機管理上
の課題

選択必修領域として示されたカリキュラム基準に則して、
「様々な問題に対する組織的対応の必要性」と「学校におけ
る危機管理上の課題」を講義・演習を通じ各3時間、合計6時
間の構成とする。近年の学校（園）改革が求められている状
況を踏まえ、学校（園）の組織特性や改善すべき課題・改善
手法について理解を深める。また、学校（園）の内外での安
全管理の重要性や体制確認などリスク管理について理解を
深める。

芥川　祐征（大学院教育学研究科　助教）
水川　和彦（岐阜聖徳学園大学　教授）
柘植　良雄（岐阜聖徳学園大学　教授）

通信教育 6時間
令和2年11月9日～
令和2年11月28日

小学校
中学校

特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和2年9月25日～
令和2年10月2日

令02-
10045-
302945号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【選択必修】学校を巡る状況変化
と法令改正

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

選択必修領域として示されたカリキュラム基準に則して、「学
校を巡る近年の状況の変化」と「法令改正及び国の審議会
の状況等」を講義・演習を通じて各3時間、合計6時間の構成
とする。国や各種団体等が実施した世論調査などを基に、学
校教育等にかかわる経済状況を含めた社会変化を確認す
る。また、法令改正の経緯と意義、さらに教育の目的を関連
づけて教員の果たすべき役割について理解を深める。

三島　晃陽（大学院教育学研究科　准教授）
棚野　勝文（大学院教育学研究科　教授）

通信教育 6時間
令和2年11月9日～
令和2年11月28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 100人
令和2年9月25日～
令和2年10月2日

令02-
10045-
302946号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

令和２年度(第８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８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

岐阜大学
【選択必修】児童・生徒の問題行
動と社会性

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

いじめ、対教師暴力、非行など児童生徒の問題行動の現状
を分析し、その背景に影響する様々な要因の理解を深める。
子どもを取り巻く環境における教育力の低下により、社会認
識の問題やセルフコントロールの欠陥を呈する児童生徒が
増加している。本講習では、とくに社会認識の問題（思考パ
ターンのゆがみ）に焦点を当てて、問題行動との関連を解説
する。さらに、心理教育プログラムについても、実践的な観点
から紹介する。なお、個別の事例に対する対処法については
解説しない。

吉澤　寬之（大学院教育学研究科　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和2年11月21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9月25日～
令和2年10月2日

令02-
10045-
302947号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

星槎大学
【選択必修】インクルーシブ教育・
特別なニーズ教育の観点からの
教育相談

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

インクルーシブ教育は，障害のあるなしに関わらず，一人ひ
とりのニーズに応じた教育を目指す特別なニーズ教育であ
る．したがって，発達障害だけではなく，いじめや不登校，経
済格差による貧困問題，外国をルーツとする児童・生徒等も
支援の対象となる．本講習では，一人ひとりの言語発達・認
知発達に合わせた支援と配慮を検討することにより，学校内
における問題に関する教育相談について学ぶ．

西永　堅（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9月16日～
令和2年11月30日

令02-
30260-
302939号

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

佛教大学
【選択必修】教育相談（いじめ及
び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。）

いじめ防止対策法の策定以来、いじめや不登校の実態・背
景がどのように変わりつつあるのか、また、ネットを介した
「ネットいじめ」がどのような構造になっているのか等を、最新
のデータやその分析を踏まえながら講習し、もって教育相談
に資するための視点を提供する。

原　清治（教育学部教授兼生涯学習機構長） インターネット 7時間
令和2年10月16日～
令和3年3月7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9月16日～
令和2年11月30日

令02-
30416-
302942号

075-491-0239
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

豊橋創造大学短
期大学部

【選択必修】幼児教育の最新の動
向と課題

様々な問題に対する組織
的対応の必要性
学校における危機管理上
の課題

この講習では、①園内組織の特性について理解し、マネジメ
ントの視点やリーダーシップのあり方について学び、②実践
的な視点から、園における様々な課題への対応を考察する。
前者については、中堅保育者の役割と連携の在り方につい
て実践を通して学ぶ。後者については、園が取り組む危機管
理について、事例やヒヤリハットを通して学ぶ。

熊谷　享子（幼児教育・保育科准教授）
森下　みどり（幼児教育・保育科非常勤講師）

愛知県豊橋市 6時間 令和2年11月15日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 50人
令和2年9月23日～
令和2年9月29日

令02-
35180-
302936号

050-2017-2102 http://www.sozo.ac.jp/

九州大谷短期大
学

【選択必修】幼児教育を取り巻く
政策と展望

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

学習指導要領（幼稚園教育要領）の改訂は、平成30年度以
降、各学校段階において順次実施されている。
本講座では、幼児教育の意義や役割を概観しつつ、新教育
要領やそれによって求められる保育者の在り方について解
説している。特に、中央教育審議会での審議における「論点
整理」や「審議のまとめ」、平成28年12月の「答申」等の諸資
料をもとに、新教育要領の方向性やその趣旨などについて
読み解くとともに、その対応策について解説している。

恒賀　康太郎（幼児教育学科講師） 福岡県筑後市 6時間 令和2年11月22日 幼稚園
幼稚園教諭向け
（小学校教諭も

可）
特定しない 6,000円 45人

令和2年9月16日～
令和2年10月5日

令02-
35282-
302938号

0942-53-9900
http://www.kyushuotani
.ac.jp/

大分県教育委員
会

【選択必修】学校防災士養成研修
学校における危機管理上
の課題

本講習では、県立学校の「防災教育コーディネーター」や管
理職等の教職員が、各学校で防災対策や防災教育を実践す
るために必要な知識を系統的に学びます。通常の市民向け
の防災士養成研修の内容に加えて、様々な種類の災害に関
する学校での対処方法、児童生徒が生涯に渡り自然災害の
危険を予測して回避できる能力を養うための防災教育の実
践事例（地域連携、カリキュラム・マネジメントや主体的・対話
的で深い学びを含む）なども取り扱います。

森本　晋也（文部科学省　総合教育政策局　男
女共同参画共生社会学習・安全課　安全教育調
査官）
小山　拓志（大分大学　教育学部准教授）
井上　哲一（学校安全・安心支援課　副主幹）

大分県大分市 12時間
令和2年9月24日～
令和2年9月25日

中学校
高等学校

特別支援学校
特定しない

防災教育コーディ
ネーター、管理

職、防災教育に関
心がある教職員

向け

0円 61人

令和2年9月16日～
令和2年9月23日

(備考　各県立学校から
１名参加できますが、防
災教育コーディネーター

を優先します。)

令02-
50870-
302935号

097-506-5544
http://www.pref.oita.jp/
site/kyoiku/

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

令和2年11月7日の講習では、午前中は、学校を巡る近年の
状況の変化として、幼稚園内外の連携と協働又は教育相談
（保護者対応を含む内容）について学びます。午後からは、
幼稚園教育要領（近年の家庭や子どもの気になる変化を踏
まえて）について学びます。なお、本講習は11月8日開催の必
修講習と連続して行うものです。

野中　千都（中村学園大学　准教授）
鈴木　正敏（兵庫県教育大学　准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和2年11月7日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 80人
令和2年9月16日～
令和2年9月23日

令02-
80011-
302937号

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