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千葉大学 【必修】教育の最新事情Ｂ

本講習ではテキストを用いて，以下の内容を取り扱う。
①国の政策や世界の教育の動向
②教員としての子ども観，教育観についての考察
③子どもの発達に関する脳科学，心理学等における最新の
知見（特別支援教育に関するものを含む）
④子どもの生活の変化を踏まえた課題
※講座の中で，「子どもの貧困問題」「心のバリアフリー」に
ついても取り上げる。

保坂　亨（教育学部教授）
天笠　茂（教育学部特任教授）
笠井　孝久（教育学部教授）
吉田　浩（教育学部准教授）
伊藤　英希（教育学部准教授）

千葉県千葉市 6時間 令和3年2月20日 8,500円 80人
令和3年1月4日～
令和3年1月12日

令02-
10021-
101331号

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

千葉大学 【必修】教育の最新事情Ｂ

本講習ではテキストを用いて，以下の内容を取り扱う。
①国の政策や世界の教育の動向
②教員としての子ども観，教育観についての考察
③子どもの発達に関する脳科学，心理学等における最新の
知見（特別支援教育に関するものを含む）
④子どもの生活の変化を踏まえた課題
※講座の中で，「子どもの貧困問題」「心のバリアフリー」に
ついても取り上げる。

保坂　亨（教育学部教授）
天笠　茂（教育学部特任教授）
笠井　孝久（教育学部教授）
吉田　浩（教育学部准教授）
伊藤　英希（教育学部准教授）

千葉県千葉市 6時間 令和3年3月13日 8,500円 80人
令和3年1月4日～
令和3年1月12日

令02-
10021-
101332号

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

兵庫教育大学
【必修】学校づくりに活かす教育
の最新事情　－学校知の再構成
－

受講者における教育実践に寄与し，学校知の再構成を促す
ため，学校における現実的問題・課題の具体例について，
「国の教育政策や世界の教育動向」「教員としての子ども
観，教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
学，心理学等における最新の知見（特別支援教育に関する
ものを含む。）」及び「子どもの生活の変化を踏まえた課題」
の各事項の意義・重要性とその最新事情について講述し，
認識を深める。（小学校及び中学校教諭を主な対象者とす
る。）

安藤　福光（大学院学校教育研究科准教授）
坂口　真康（大学院学校教育研究科講師）
山本　真也（大学院学校教育研究科助教）
山中　一英（大学院学校教育研究科教授）

インターネット 6時間
令和3年1月5日～
令和3年1月22日

6,000円 100人

令和2年11月16日～
令和2年11月20日

(備考　就職氷河期世代
の免許状休眠者を対象
とした委託事業として実
施するため，一般募集

は行わない。)

令02-
10060-
101329号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【必修】社会・子どもの変化と教育
の課題（幼稚園教諭免許保持者
対象）

幼稚園教諭免許保持者を対象とし，「国の教育施策や世界
の教育の動向」「教員としての子ども観，教育観等について
の省察」「子どもの発達に関する脳科学，心理学等における
最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」につい
て，国内外の動向を踏まえながら，今日求められている園
や教員が果たすべき役割について講習を行う。

鈴木　正敏（大学院学校教育研究科准教授）
小川　修史（大学院学校教育研究科准教授）

インターネット 6時間
令和3年1月5日～
令和3年1月22日

6,000円 100人

令和2年11月16日～
令和2年11月20日

(備考　就職氷河期世代
の免許状休眠者を対象
とした委託事業として実
施するため，一般募集

は行わない。)

令02-
10060-
101330号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

岡山大学
【必修】教育の最新事情（2020年
度講習）

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等についての省察」、「子どもの発達に関する脳
科学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化
を踏まえた課題」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。

寺澤　孝文（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
平田　仁胤（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年12月6日 6,000円 150人
令和2年11月16日～
令和2年11月29日

令02-
10068-
101333号

086-251-7597
https://edu.okayama-
u.ac.jp/renew_certificat
es/

令和２年度(第１０回)認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」
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令和２年度(第１０回)認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」

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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

星槎大学 【必修】教育の最新事情

国の教育政策や世界の教育事情、子どもの変化と適切な対
応、これからの学校教育の在り方や専門職としての教員の
役割について、基本的な知識の確認とともに、実践的な理
解を深めることを目的とする。また、特別支援教育の定義に
とどまらず認知科学・行動科学の視点から、読み、書き、計
算、社会的スキル等の合理的な支援についても学びを深め
る。

西永　堅（共生科学部専任教授）
松本　幸広（共生科学部　非常勤講師）

通信教育 6時間
令和2年12月26日～
令和3年1月17日

7,000円 1,600人
令和2年11月16日～

令和3年1月10日

令02-
30260-
101334号

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

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を
踏まえた課題」の4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1月9日開催の選択
必修講習と連続して行うものです。

吾田　富士子（藤女子大学　人間生活学部保育
学科教授）
木村　彰子（札幌国際大学　人文学部心理学科
子ども心理専攻准教授）

北海道札幌市 6時間 令和3年1月8日 9,000円 100人
令和2年11月17日～
令和2年11月24日

令02-
80011-
101335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

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を
踏まえた課題」の4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1月9日開催の選択
必修講習と連続して行うものです。

吾田　富士子（藤女子大学　人間生活学部保育
学科教授）
木村　彰子（札幌国際大学　人文学部心理学科
子ども心理専攻准教授）

北海道小樽市 6時間 令和3年1月8日 9,000円 30人
令和2年11月17日～
令和2年11月24日

令02-
80011-
101336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

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を
踏まえた課題」の4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1月9日開催の選択
必修講習と連続して行うものです。

吾田　富士子（藤女子大学　人間生活学部保育
学科教授）
木村　彰子（札幌国際大学　人文学部心理学科
子ども心理専攻准教授）

北海道帯広市 6時間 令和3年1月8日 9,000円 50人
令和2年11月17日～
令和2年11月24日

令02-
80011-
101337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

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を
踏まえた課題」の4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1月9日開催の選択
必修講習と連続して行うものです。

吾田　富士子（藤女子大学　人間生活学部保育
学科教授）
木村　彰子（札幌国際大学　人文学部心理学科
子ども心理専攻准教授）

北海道北見市 6時間 令和3年1月8日 9,000円 35人
令和2年11月17日～
令和2年11月24日

令02-
80011-
101338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

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を
踏まえた課題」の4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1月9日開催の選択
必修講習と連続して行うものです。

吾田　富士子（藤女子大学　人間生活学部保育
学科教授）
木村　彰子（札幌国際大学　人文学部心理学科
子ども心理専攻准教授）

北海道釧路市 6時間 令和3年1月8日 9,000円 50人
令和2年11月17日～
令和2年11月24日

令02-
80011-
101339号

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