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滋賀大学 【選択】身近な現象から学ぶ科学

児童生徒が日常生活の中で不思議と感じるような現象を取
り上げ，科学がどのようにそれを説明するかについて主体
的・対話的に学ぶ。これにより，私たちの生活が科学によっ
て快適，安全，安心につながっていることを理解する。また，
身の回りの現象が科学によって説明できることを理解する。

徳田　陽明（教育学部教授） インターネット 6時間 令和3年3月7日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 200人

令和2年11月16日～
令和3年2月7日

令02-
10053-
511287号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/

兵庫教育大学
【選択】カンタン指揮法！～リコー
ダー合奏とともに～

　音楽発表会や地域の行事などで，子供達の指導や指揮を
行う担任の先生方を対象とした初級者のための指揮法基礎
をリコーダー合奏と共に学びます。

河内　勇（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

教諭
幼稚園教諭，小

学校教諭
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-
511274号

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

兵庫教育大学
【選択】力のつく，楽しい説明的文
章の授業づくり

説明的文章の学習指導の実態と課題を整理するとともに，
学習指導過程や学習活動の実際について検討する。さらに
学習指導要領で要請されている批判的読み（クリティカル
リーディング）や新設された「情報の扱い方」について，その
ねらいや指導のあり方についても言及する。具体的な教材
をもとに，実際の説明的文章の学習指導の方法や授業づく
り，そのためのポイントについてイメージし，理解する機会と
する。

吉川　芳則（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

教諭 小学校教諭 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-
511275号

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

兵庫教育大学
【選択】小学校音楽科における打
楽器の特性を生かした合奏指導
の工夫

合奏指導においては，個々の児童が音楽的感覚を獲得・伸
長しつつ，各楽器の基本的な演奏技能を習得するとともに，
楽曲の特徴を理解して表現意図を明確にもつことができる
よう，指導の工夫が求められる。本講習では，授業でよく用
いられる打楽器のうち，主としてスネアドラムと鍵盤打楽器
を取り上げる。講義・演習を通して，児童が音楽を学ぶ過程
に即した合奏指導のあり方について考えてみたい。
（演習では特定の課題について個人演習を行い、内容につ
いては、履修認定試験において反映できるようにする。）

河邊　昭子（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

教諭 小学校教諭 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-
511276号

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

兵庫教育大学
【選択】外国人児童生徒等教育
の基礎―多文化共生のための学
校・教室づくり―

日本に住む人々の多国籍化，多文化化が進むに連れて，
学校現場では，複数の言語的・文化的背景をもつ児童生
徒，日本語指導を必要とする児童生徒が増え続けており，
指導体制の整備が急務となっています。本講習では，多文
化化する社会に生きる子どもたちに求められる教育や日本
語指導といった，外国人児童生徒等教育の基礎を学びま
す。

岡崎　渉（大学院学校教育研究科助教） 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

教諭
小学校教諭，中
学校教諭，高等

学校教諭
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-
511277号

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

兵庫教育大学
【選択】メディアを活用した国語科
授業について考える

写真，絵，広告，CM，動画を活用した国語科授業の方法に
ついて，実践的に学ぶ講義・演習を行います。教科書教材
に基づくものや，その内容を飛び越えるものなど，受講生の
方に実際に言語活動を行っていただくとともに，収録済みの
他者の対話を聴講し，個人学習を推し進める事によりメディ
アを活用した国語科授業を体感することがねらいです。ICT
活用については直接的には扱いません。（演習では特定の
課題について個人演習を行い，内容については，履修認定
試験において反映できるようにする。）

羽田　潤（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

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（国

語），高等学校教
諭（国語）

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-
511278号

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

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１０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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対象職

種
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兵庫教育大学
【選択】気になる行動を示す発達
障害児に対する問題解決支援！

発達障害の子どもを含めた特別な教育的ニーズのある子ど
もたちが示す行動上の問題は、学校教育における喫緊の課
題である。本講習では、友達を叩いてしまう、授業になかな
か参加できないといった気になる行動を示す子どもの捉え
方及び支援の方法・内容を紹介する。加えて、受講生自ら
の事例を取り上げ、支援計画づくりを行う演習を実施し、
日々の実践につながる講座を目指したい。
（演習では特定の課題について個人演習を行い、内容につ
いては、履修認定試験において反映できるようにする。）

岡村　章司（大学院学校教育研究科教授）
井澤　信三（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

教諭
幼稚園教諭，小

学校教諭
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-
511279号

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

兵庫教育大学

【選択】参加型学習により子ども
たちの意思決定、目標設定の力
を育てる：ライフスキルの視点か
ら

子供たちの対人関係に関わる意思決定及び運動に関する
目標設定の能力の育成を目指し，認知的スキルであるライ
フスキルの形成の視点から，指導の考え方と実践例を紹介
する。具体的には，意思決定では、選択肢の列挙，各選択
肢の結果の予測，選択肢の選択と実行、対処の演習などを
行う。目標設定では、運動を取り上げ、スモールステップの
目標設定、達成の計画立案、失敗した時の考え方などを演
習する。
（演習では特定の課題について個人演習を行い、内容につ
いては、履修認定試験において反映できるようにする。）

西岡　伸紀（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

教諭
養護教

諭

小学校教諭，中
学校教諭，高等
学校教諭，特別
支援学校教諭，

養護教諭

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-
511280号

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

兵庫教育大学
【選択】子どもに対する教師の見
方をふりかえる－学級経営の充
実のためにー

一人一人の児童生徒と学級全体の理解は児童生徒の成長
を促す学級経営の基盤であり，いじめや不登校等の問題の
未然防止や早期発見にも不可欠です。児童生徒や学級の
理解には教師自身の物事の見方･捉え方も影響しています
が，それに気づくのは容易ではありません。そこでこの講習
では，教師が児童生徒と学級に与える影響を心理学的な側
面から学び，自身のふり返りを通して，より充実した学級経
営に役立つ知識の獲得を目指します。

秋光　恵子（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

教諭
小学校教諭，中
学校教諭，高等

学校教諭
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-
511281号

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

兵庫教育大学
【選択】主体的に学ぶ子どもたち
を育てる保育を目指して

平成30年施行の幼稚園教育要領では，主体的・対話的で深
い学びが実現するように留意することが求められている。こ
の講習では，日々の保育や環境，あるいは行事などを通し
て，子どもたちが自ら活動にかかわり，対話を通して深く学
べるようにするにはどのようにしたらよいかを，実践事例を
通して学ぶとともに，自己の保育を振り返ってその改善を目
指すこととする。

鈴木　正敏（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

教諭 幼稚園教諭 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-
511282号

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

兵庫教育大学
【選択】ALTとのティーム・ティーチ
ングで行う小学校外国語活動・外
国語科の授業づくり

学級担任あるいは外国語専科教員などの小学校教員と
ALTが協同的に行う外国語活動や外国語科の授業づくりに
ついて，理解を深めることを目的としています。外国語活動・
外国語科の授業づくりについての基本的な理念と，ALTとの
同僚性を育むうえでの留意点，授業で使用できる英語表現
などについて講義を行う。

和田　あずさ（大学院学校教育研究科助教）
GRADY CLARE　ELIZABETH（大学院学校教育
研究科助教）

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

教諭 小学校教諭 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-
511283号

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

兵庫教育大学
【選択】簡単なICT教材の授業活
用　－英語表現を用いて－

簡単に使えるICT教材について学び，ICT教材の授業活用
の可能性について考察します。次に，パワーポイントで作成
された教材等を用いて，１）簡単な英語表現を学び（一部小
学校「外国語」対応），２）教材作成方法を学んで，３）独自の
教材を作成する。

川﨑　由花（大学院学校教育研究科准教授）
澤山　郁夫（大学院学校教育研究科助教）

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

教諭

幼稚園教諭，小
学校教諭，中学
校教諭（英語），
高等学校教諭

（英語），特別支
援学校教諭

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-
511284号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.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１０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

兵庫教育大学
【選択】特別支援教育基礎論（教
育課程と自立活動の理解）

特別支援教育における教育課程編成の原理と特徴につい
て概説する。教育課程の編成や実際の指導において重要
である自立活動に着目し，その理念及び成立の過程を理解
する。それらを踏まえて，個別の指導計画作成の手続きの
在り方について考察する。

内海　友加利（大学院学校教育研究科助教） 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

教諭 全教諭 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-
511285号

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

兵庫教育大学
【選択】肢体不自由児の教育課
程・指導法

以下の内容について肢体不自由児を中心としながら，知的
障害児・病弱児を包含しての講義を行う。
①肢体不自由児教育と療育の歴史，②肢体不自由教育に
おける教育課程の編成，③特別支援教育における諸計画と
実態把握，④二次的問題の予防と社会資源の活用

石倉　健二（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

教諭 全教諭 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-
511286号

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

岡山大学
【選択】岡山でみられる水生動植
物の生態と保全（2020年度講習）

岡山県内の河川や水路等には，多種多様な水生動植物が
生息している。淡水魚の種数は全国的に見ても上位に位置
しており，中にはスイゲンゼニタナゴ等の極めて希少な絶滅
危惧種も認められる。一方で，在来生物に悪影響を及ぼす
アメリカザリガニ等の外来種も多数確認されている。本講習
では，スイゲンゼニタナゴとアメリカザリガニ等の生態を解説
するとともに，スイゲンゼニタナゴの保全対策やアメリカザリ
ガニの駆除手法の最新の研究成果を紹介する。学内水循
環施設の見学も行う。

中田　和義（大学院環境生命科学研究科准教
授、環境理工学部准教授）
中嶋　佳貴（大学院環境生命科学研究科助教、
環境理工学部助教）

岡山県岡山市 6時間 令和2年12月12日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科系科目担当

教諭

6,000円 20人
令和2年11月16日～
令和2年11月29日

令02-
10068-
511288号

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

岡山大学
【選択】一から学び直す器械運動
（2020年度講習）

本講習では、初等中等教育における器械運動について、基
本的な運動や補助（幇助）の方法、基礎知識の学び直しを
ねらいとしています。また、指導のコツや子どもがつまづき
やすいポイントなども情報として提供します。講習の際には
単に実技講習を実施するだけでなく、ワークショップを通じて
受講生同士で器械運動の授業を実施する上での悩みの共
有や優れた授業実践方法の共有、また映像資料の視聴な
どの時間も設けます。

髙橋　徹（大学院教育学研究科助教、教育学部
助教）

岡山県岡山市 6時間 令和2年12月13日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育科教諭

6,000円 20人
令和2年11月16日～
令和2年11月29日

令02-
10068-
511289号

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

岡山大学
【選択】生徒指導の課題と対応
（2020年度講習）

近年、小中学校における生徒指導上の諸課題は複雑化、
多様化してきています。本講習では、いじめや不登校等、今
日的な生徒指導上の諸課題を含め、それらに適切に対応す
る方法について、教育相談や組織的な生徒指導体制の理
論や実践事例も交えながら講義及び演習を行います。

高橋　典久（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）
馬場　真一（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）
今井　康好（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年12月13日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、養護

教諭
6,000円 40人

令和2年11月16日～
令和2年11月29日

令02-
10068-
511290号

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

岡山大学
【選択】感染症治療薬の開発と課
題（2020年度講習）

現代社会で感染症は大きな問題となっており、学校現場へ
の影響も大きい。その歴史や治療薬の恩恵、今後の対策等
について学ぶことは、学校教員の教養としても有益であろ
う。本講義では様々な感染症に関する現況や医薬品開発を
含めた今後の課題についても概説する。

石川　彰彦（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）

岡山県岡山市 6時間 令和2年12月26日 教諭 全教諭 6,000円 40人
令和2年11月16日～

令和2年12月6日

令02-
10068-
511291号

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

岡山大学
【選択】救急処置における養護診
断ーフィジカルアセスメントの基
礎ー（2020年度講習）

学校における疾病，事故において，対応決定のために養護
教諭が行う判断（養護診断）は重要である。その判断の根拠
と対応を，フィジカルアセスメントの基礎的な理解を通して概
説する。また，事例の演習を通して，対応を決めるためのプ
ロセスを理解していただく。

三村　由香里（大学院教育学研究科教授、教育
学部教授）

岡山県岡山市 6時間 令和3年1月11日
教諭

養護教
諭

養護教諭・全校
種教諭（保健）

6,000円 30人
令和2年11月30日～
令和2年12月27日

令02-
10068-
511292号

086-251-7597
https://edu.okayama-
u.ac.jp/renew_certificat
es/
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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１０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

岡山大学
【選択】保健体育の内容学（運動
学とコーチング）（2020年度講習）

体育科・保健体育科における実技指導，教科外における運
動・スポーツの指導に不可欠な科学的思考及び知識の修得
を目的とする。運動学における基礎的かつ最新な知識につ
いて講義と演習を行ない、成長期の体力・運動指導・コーチ
ング・健康づくり等について理解を深める。

加賀　勝（大学院教育学研究科教授、教育学部
教授）

岡山県岡山市 6時間 令和3年2月27日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育科教諭

6,000円 30人
令和3年1月11日～

令和3年2月7日

令02-
10068-
511293号

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

岡山大学
【選択】幼児の人と関わる力を育
むための実践を拓く（2020年度講
習）

領域「人間関係」に関わる発達支援について、講義と演習に
より理解を深める。具体的には、子どもを取り巻く環境変化
に改めて目を向け、近年の教育・保育の動向を踏まえ、人と
関わる力を育むことの実践的意義を確認する。また、楽しい
ワーク等を通して、今後の保育の見通しを持ち、日々の実
践を向上させるための具体的な手立てを示す。

西山　修（大学院教育学研究科教授、教育学部
教授）

岡山県岡山市 6時間 令和3年2月28日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 50人

令和3年1月18日～
令和3年2月14日

令02-
10068-
511294号

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

岡山大学
【選択】手びきのこぎりびき、およ
び木材の特徴について（2020年
度講習）

学校教育での木材加工において最も基本的な工具の一つ
である手びきのこぎりについて，その選択方法，切削原理等
について知見を深める。また，製材後の針葉樹と広葉樹の
判別方法，木材の教育的価値と地球環境保全への貢献，
等についても講習する。

平田　晴路（大学院教育学研究科教授（特任）） 岡山県岡山市 6時間 令和3年3月21日 教諭
小学校教諭、中
学校技術科担当

教諭
6,000円 20人

令和3年2月8日～
令和3年3月7日

令02-
10068-
511295号

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

星槎大学
【選択】発達障害のある児童・生
徒への支援教育

発達障害は，主に認知発達の遅れを特徴とする発達の個
人差である．LD，ADHD，自閉スペクトラム症，知的障害等
が代表とされるが，診断名はあくまでも操作的に用いられて
いるだけで，時代とともに変わっている．本講習では，障害
種別にこだわらずに，認知発達とは何かを学ぶことで，さま
ざまなニーズに応じた教育を目指し，特別なニーズ教育であ
るインクルーシブ教育ならびに支援教育について学ぶ。また
給食指導、食べ方の指導などにも触れることで、栄養教諭
への講習内容も充足する。

西永　堅（共生科学部教授）
松本　幸広（共生科学部　非常勤講師）

通信教育 18時間
令和2年12月16日～
令和3年1月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 1,600人
令和2年11月16日～

令和3年1月10日

令02-
30260-
511296号

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

星槎大学
【選択】教育に芸術のチカラを
―音楽を様々な授業・指導に用
いて意欲と表現力を高める―

本講習では、米国に於いてリトミックを学んだ講師を中心と
して、音楽が子ども達の心を変化させた話を交え、教育への
新たな可能性を提示する。また音楽を用いたワークショップ
を展開することにより、全ての科目と音楽につながりがある
事実を示し、学校での授業、生活において意欲と表現力の
成長を促す教師像を創造する。さらにコロナ禍の状況を踏ま
え、リモートによるグループワークを実施することにより「主
体的対話的深い学び」の実践事例を提示する。

天野　一哉（共生科学部　教授）
安久津　太一（共生科学部　非常勤講師）

通信教育 18時間
令和2年12月16日～
令和2年12月20日

教諭
養護教

諭
教諭、養護教諭 20,000円 50人

令和2年11月16日～
令和2年12月15日

令02-
30260-
511297号

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

羽衣国際大学
【選択】ユーモアや演技を取り込
んだ指導の工夫

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
学習指導要領や生徒指導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。12/15～12/21までがインターネットの視聴
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12月26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 40人
令和2年11月24日～
令和2年12月10日

令02-
30465-
511303号

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

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。

増山　由香里（旭川大学　短期大学部非常勤講
師）
佐野　愉架（旭川大学　短期大学部非常勤講
師）

北海道旭川市 6時間 令和3年1月10日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 90人
令和2年11月17日～
令和2年11月24日

令02-
80011-
511299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。

増山　由香里（旭川大学　短期大学部非常勤講
師）
佐野　愉架（旭川大学　短期大学部非常勤講
師）

北海道釧路市 6時間 令和3年1月10日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 50人
令和2年11月17日～
令和2年11月24日

令02-
80011-
511300号

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

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。

増山　由香里（旭川大学　短期大学部非常勤講
師）
佐野　愉架（旭川大学　短期大学部非常勤講
師）

北海道帯広市 6時間 令和3年1月10日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 90人
令和2年11月17日～
令和2年11月24日

令02-
80011-
511301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。

棚橋　裕子（名寄市立大学　准教授）
吉田　耕一郎（北翔大学　教育文化学部教育学
科非常勤講師）

北海道旭川市 6時間 令和3年1月11日 教諭 幼稚園教諭向け 9,000円 90人
令和2年11月17日～
令和2年11月24日

令02-
80011-
511302号

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

公益社団法人日
本地球惑星科学
連合

【選択】数値シミュレーションで学
ぶ津波の基礎

本講習では、津波の波動現象としての特徴と支配法則を学
んだ上で、津波の振る舞いを数値シミュレーションで再現す
る方法を各自パソコンを操作しながら理解します。プログラミ
ングの基礎から始め、最終的に東日本大震災の津波をPC
で再現することを目指します。津波や数値シミュレーションに
関心がある教員の参加を希望します。なお、(公社)日本地
球惑星科学連合会員は受講料を割り引きます。

丹羽　淑博（東京大学　大学院教育学研究科附
属海洋教育センター・特任准教授）

インターネット 6時間 令和2年12月25日 教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校　理科・数学・
情報科・技術家

庭科教諭

6,000円 8人
令和2年11月16日～
令和2年12月14日

令02-
80025-
511298号

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