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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

星槎道都大学
【選択必修】学校をめぐる近年の
状況の変化

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

学力、体力・運動能力、問題行動等にかかわる各種統計調
査等の結果から我が国の児童生徒の実態及び解決すべき
教育上の諸課題について考察します。また、諸外国及び我
が国の教育改革の動向及び相互の関連を俯瞰するととも
に、我が国における近年の法改正や行政施策の背景及び
内容について理解を深めます。

西崎　毅（社会福祉学部社会福祉学科教授）
北海道北広島
市

6時間 令和3年1月8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 30人
令和2年10月16日～

令和2年12月3日

令02-
30009-
302956号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【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

学校・家庭・地域・関係機関との密接な連携協働の必要性
や具体的な方法、それぞれの果たす役割について解説しま
す。また、障害のある子どもの指導に当たっては、特別支援
学校や家庭・医療・福祉に関連する公的機関との連携と援
助などについて実際の課題等について考察し、連携・協働
を進めていくための体制づくりについて理解を深めます。

荒木　広式（社会福祉学部社会福祉学科教授）
藤根　収（社会福祉学部社会福祉学科教授）

北海道北広島
市

6時間 令和3年1月8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 30人
令和2年10月16日～

令和2年12月3日

令02-
30009-
302957号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

桃山学院教育大
学

【選択必修】日本の学校における
多文化教育－外国につながりの
ある児童生徒の現状と課題－

国際理解及び異文化理
解教育

多様化する日本の学校における外国につながりのある児童
生徒とその保護者たちの現状と課題について考え、彼らを
取り巻く家庭を含む生活環境について理解しながら必要な
支援のあり方について考える。また国際理解教育及び異文
化理解教育の意義、理論についての理解を深め、その実践
について事例を出しながら受講者の皆さんと共に考えてい
きたい。

オチャンテ　村井　ロサ　メルセデス（人間教育
学部　准教授）

大阪府堺市 6時間 令和2年11月29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 5,000円 30人
令和2年10月16日～

令和2年11月2日

令02-
30468-
302955号

072-288-6655
(内線： 314)

http://www.andrew-
edu.ac.jp/

姫路日ノ本短期
大学

【選択必修】教育行政の動向
学校を巡る近年の状況の
変化

保育の現場を巡る制度や言説における近年の動向を把握
し、そこで生じている課題を考察することを目指す。とりわ
け、幼児を取り巻く環境の変化に伴う課題についてどのよう
に対応すればよいのか、具体的実践の中で考察する。

松枝　拓生（幼児教育科非常勤講師） 兵庫県姫路市 6時間 令和2年12月24日 幼稚園 教諭 特定しない 6,000円 60人
令和2年10月19日～
令和2年10月23日

令02-
35243-
302950号

079-232-4140
http://www.himeji-
hc.ac.jp/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択必修】教育の最新事情

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）

幼児教育・保育者に求められるＩＣＴ活用に関する基礎知識
と情報モラルを理解するとともに，保育で実践できるＩＣＴの
具体的な活用方法について学ぶ。具体的には，ＩＣＴ活用に
関する基礎的な基礎知識やプログラミングツール，情報モラ
ルなどについて実践的に学ぶとともに，幼児教育・保育にお
ける具体的な活用法をグループ毎に検討し，幼児教育・保
育の質の向上に向けた実践的態度を習得する。なお、本講
習は12月6日開催の必修講習と連続して行うものです。

中原　久志（大分大学　教育学部准教授） 大分県大分市 6時間 令和2年12月5日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 30人
令和2年10月16日～
令和2年10月30日

令02-
80011-
302951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12月
12日開催の必修講習と連続して行うものです。

佐藤　公文（北海道教育大学旭川校　非常勤講
師）
吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師）

北海道旭川市 6時間 令和2年12月13日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 90人
令和2年10月16日～
令和2年10月23日

令02-
80011-
302952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12月
12日開催の必修講習と連続して行うものです。

佐藤　公文（北海道教育大学旭川校　非常勤講
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12月13日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 100人
令和2年10月16日～
令和2年10月23日

令02-
80011-
302953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」について、教員に求められる最新の知識・技能の修
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
す。なお、本講習は12月12日開催の必修講習と連続して行
うものです。

加藤　篤彦（武蔵野東第1幼稚園、第2幼稚園
園長）
東　重満（理事長）

インターネット 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 150人
令和2年10月16日～
令和2年10月30日

令02-
80011-
302954号

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

公益財団法人大
学セミナーハウス

【選択必修】教室で役立つ「通じる
ための英語」

英語教育

　単語を覚える時代から「使うための英語」を身につける時
代になった今、子どもたちが、今後直面する現実社会の中
で、「通じる英語」を話せることが子どもたちの未来にどのよ
うにかかわっていくのか、また学校教育の中で教員は「通じ
る英語」をどのように理解すればよいのかを考える。そして、
教員も子どもたちと一緒に楽しみながら身につけていくこと
のできる「通じる英語」とはどのようなものかを講習を通して
体感してもらう。

峯松　信明（東京大学　大学院工学系研究科教
授）
森村　久美子（元東京大学教授）

インターネット 6時間
令和2年11月10日～
令和3年3月31日

小学校 小学校教諭向け 特定しない 9,000円 2,000人
令和2年10月16日～

令和3年3月31日

令02-
80012-
302948号

042-676-8532
https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/

令和２年度(第９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９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

公益財団法人大
学セミナーハウス

【選択必修】気づきを大切にする
小学校での英語教育

英語教育

本講習では、小学校英語（外国語活動，外国語）を扱う。主
に（１）英語への気づきを促す児童への働きかけ、（２）慣れ
親しませ、興味を育てることから始める技能習得、（３）コミュ
ニケーション能力を育成する活動の考案と指導案の作成、
（４）小・中接続を意識した評価の考え方，の４点から構成さ
れる。

物井　尚子（千葉大学　教育学部英語科准教
授）

インターネット 6時間
令和2年11月10日～
令和3年3月31日

小学校 小学校教諭向け 特定しない 9,000円 2,000人
令和2年10月16日～

令和3年3月31日

令02-
80012-
302949号

042-676-8532
https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/
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