
令和３年度　免許状更新講習　第１回認定(必修領域)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

和歌山大学 【必修】教育の最新事情１

「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」に関する今日的な教育課題について、最
新の状況や全国的な動向、新しい考え方等、今後の教職生
活をする上で知っておきたい内容をわかりやすく講義する。

添田　久美子（教育学部　教授）
米澤　好史（教育学部　教授）

和歌山県和歌
山市

6時間 令和3年6月19日 6,000円 132人
令和3年3月18日～
令和3年4月20日

令03-
10065-
100013号

073-457-7109
https://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 【必修】教育の最新事情２

「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」に関する今日的な教育課題について、最
新の状況や全国的な動向、新しい考え方等、今後の教職生
活をする上で知っておきたい内容をわかりやすく講義する。

添田　久美子（教育学部　教授）
米澤　好史（教育学部　教授）

和歌山県和歌
山市

6時間 令和3年6月20日 6,000円 132人
令和3年3月18日～
令和3年4月20日

令03-
10065-
100014号

073-457-7109
https://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 【必修】教育の最新事情３

「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」に関する今日的な教育課題について、最
新の状況や全国的な動向、新しい考え方等、今後の教職生
活をする上で知っておきたい内容をわかりやすく講義する。

舩越　勝（教育学部　教授）
米澤　好史（教育学部　教授）

和歌山県和歌
山市

6時間 令和3年7月10日 6,000円 132人
令和3年3月18日～
令和3年4月20日

令03-
10065-
100015号

073-457-7109
https://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 【必修】教育の最新事情４

「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」に関する今日的な教育課題について、最
新の状況や全国的な動向、新しい考え方等、今後の教職生
活をする上で知っておきたい内容をわかりやすく講義する。

舩越　勝（教育学部　教授）
米澤　好史（教育学部　教授）

和歌山県和歌
山市

6時間 令和3年7月11日 6,000円 132人
令和3年3月18日～
令和3年4月20日

令03-
10065-
100016号

073-457-7109
https://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 【必修】教育の最新事情５

「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」に関する今日的な教育課題について、最
新の状況や全国的な動向、新しい考え方等、今後の教職生
活をする上で知っておきたい内容をわかりやすく講義する。

宮橋　小百合（教育学部　准教授）
村上　凡子（和歌山信愛大学　教育学部　教
授）

和歌山県新宮
市

6時間 令和3年8月10日 6,000円 70人
令和3年3月18日～
令和3年6月25日

令03-
10065-
100017号

073-457-7109
https://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 【必修】教育の最新事情６

「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」に関する今日的な教育課題について、最
新の状況や全国的な動向、新しい考え方等、今後の教職生
活をする上で知っておきたい内容をわかりやすく講義する。

宮橋　小百合（教育学部　准教授）
村上　凡子（和歌山信愛大学　教育学部　教
授）

和歌山県新宮
市

6時間 令和3年8月11日 6,000円 35人
令和3年3月18日～
令和3年6月25日

令03-
10065-
100018号

073-457-7109
https://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 【必修】教育の最新事情７

「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」に関する今日的な教育課題について、最
新の状況や全国的な動向、新しい考え方等、今後の教職生
活をする上で知っておきたい内容をわかりやすく講義する。

添田　久美子（教育学部　教授）
則定　百合子（教育学部　准教授）

和歌山県上富
田町

6時間 令和3年8月16日 6,000円 70人
令和3年3月18日～
令和3年6月25日

令03-
10065-
100019号

073-457-7109
https://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

令和３年度(第１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
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令和３年度(第１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

和歌山大学 【必修】教育の最新事情８

「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」に関する今日的な教育課題について、最
新の状況や全国的な動向、新しい考え方等、今後の教職生
活をする上で知っておきたい内容をわかりやすく講義する。

添田　久美子（教育学部　教授）
則定　百合子（教育学部　准教授）

和歌山県上富
田町

6時間 令和3年8月17日 6,000円 35人
令和3年3月18日～
令和3年6月25日

令03-
10065-
100020号

073-457-7109
https://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 【必修】教育の最新事情９

「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」に関する今日的な教育課題について、最
新の状況や全国的な動向、新しい考え方等、今後の教職生
活をする上で知っておきたい内容をわかりやすく講義する。

宮橋　小百合（教育学部　准教授）
村上　凡子（和歌山信愛大学　教育学部　教
授）

和歌山県和歌
山市

6時間 令和3年8月18日 6,000円 132人
令和3年3月18日～
令和3年6月25日

令03-
10065-
100021号

073-457-7109
https://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 【必修】教育の最新事情１０

「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」に関する今日的な教育課題について、最
新の状況や全国的な動向、新しい考え方等、今後の教職生
活をする上で知っておきたい内容をわかりやすく講義する。

宮橋　小百合（教育学部　准教授）
則定　百合子（教育学部　准教授）

和歌山県和歌
山市

6時間 令和3年8月19日 6,000円 132人
令和3年3月18日～
令和3年6月25日

令03-
10065-
100022号

073-457-7109
https://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 【必修】教育の最新事情１１

「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」に関する今日的な教育課題について、最
新の状況や全国的な動向、新しい考え方等、今後の教職生
活をする上で知っておきたい内容をわかりやすく講義する。

舩越　勝（教育学部　教授）
米澤　好史（教育学部　教授）

和歌山県和歌
山市

6時間 令和3年10月16日 6,000円 226人
令和3年3月18日～

令和3年9月1日

令03-
10065-
100023号

073-457-7109
https://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 【必修】教育の最新事情１２

「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」に関する今日的な教育課題について、最
新の状況や全国的な動向、新しい考え方等、今後の教職生
活をする上で知っておきたい内容をわかりやすく講義する。

舩越　勝（教育学部　教授）
米澤　好史（教育学部　教授）

和歌山県和歌
山市

6時間 令和3年10月17日 6,000円 226人
令和3年3月18日～

令和3年9月1日

令03-
10065-
100024号

073-457-7109
https://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県五島市 6時間 令和3年5月15日 6,000円 50人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100071号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/
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令和３年度(第１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

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県長崎市 6時間 令和3年5月22日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100072号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県諫早市
または大村市

6時間 令和3年5月29日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100073号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県佐世保
市

6時間 令和3年6月19日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100074号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県諫早市
または大村市

6時間 令和3年6月20日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100075号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/
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令和３年度(第１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

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県長崎市 6時間 令和3年6月26日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100076号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県諫早市
または大村市

6時間 令和3年7月3日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100077号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県佐世保
市

6時間 令和3年7月10日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100078号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県長崎市 6時間 令和3年7月31日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100079号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/
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令和３年度(第１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

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県長崎市 6時間 令和3年8月7日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100080号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県諫早市
または大村市

6時間 令和3年8月22日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100081号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県佐世保
市

6時間 令和3年8月28日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100082号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県長崎市 6時間 令和3年8月29日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100083号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/
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令和３年度(第１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

長崎大学
【必修】教育の最新事情および子
どもの変化に対応した取り組み

①国内外の教育の動向と教職についての省察（日本と世界
における教育の現在、専門職たる教員の役割）、および、②
子どもの心理と発達の理解（子どもの発達に関する心理学
などの最新の知見、子どもの発達段階や生活の変化を踏ま
えた適切な指導の在り方）について講義する。

藤井　佑介（人文社会科学域准教授）
長谷川　哲朗（人文社会科学域教授）
石川　衣紀（人文社会科学域准教授）
加來　秀俊（人文社会科学域准教授）
前原　由喜夫（人文社会科学域准教授）
脇　信明（人文社会科学域准教授）
野中　光治（人文社会科学域教授）
宮津　寿美香（人文社会科学域助教）

長崎県佐世保
市

6時間 令和3年9月4日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：3月
11日～4月8日、県外対
象者：3月26日～4月8

日)

令03-
10080-
100084号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp/menkyo/

新潟県立大学 【必修】教育の最新事情関係

[最近の教育の動向と子ども観・教育観等の省察]世界にお
ける近年の幼児教育の動向と日本の現状を考察しながら、
これからの幼児教育を担う教師のあり方について、子ども
観・教育観とも関連させながら考える。
[子ども理解･発達理解とその支援]保育において、子どもの
発達を含めた子ども理解は重要である。子ども理解に基づ
き、発達支援のニーズを抱えた子どもたちの保育・発達支援
の在り方について学ぶ。あわせて、子どもの生活や環境の
変化、保護者支援、カウンセリングマインドの必要性につい
ても理解を深める。			

高橋　靖幸（人間生活学部講師）
角張　慶子（人間生活学部准教授）

新潟県新潟市
東区

6時間 令和3年7月31日 6,000円 90人
令和3年4月12日～
令和3年5月11日

令03-
20028-
100032号

025-270-1302 http://www.unii.ac.jp/

長崎県立大学
【必修】子どもたちの発達と学校
教育

下記に示す事項について議論し考える。また、子どもたちが
主体的に学習するアクティブラーニングの在り方を教育施策
も含めて全員で考える。
イ　国の教育政策や世界の教育の動向
ロ　教員としての子ども観、教育観等についての省察
ハ　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。）
ニ　子どもの生活の変化を踏まえた課題

本田　道明（地域連携センター特任教授）
橋本　優花里（地域創造学部教授）

長崎県佐世保
市

6時間 令和3年10月2日 6,000円 100人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：３
月１１日～４月８日、県
外対象者：３月２６日～

４月８日)

令03-
20085-
100039号

0956-47-5706 http://sun.ac.jp/

長崎県立大学
【必修】子どもたちの発達と学校
教育

下記に示す事項について議論し考える。また、子どもたちが
主体的に学習するアクティブラーニングの在り方を教育施策
も含めて全員で考える。
イ　国の教育政策や世界の教育の動向
ロ　教員としての子ども観、教育観等についての省察
ハ　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。）
ニ　子どもの生活の変化を踏まえた課題

橋本　健夫（長崎国際大学　人間社会学部教
授）
橋本　優花里（地域創造学部教授）

長崎県南松浦
郡新上五島町

6時間 令和3年5月15日 6,000円 50人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：３
月１１日～４月８日、県
外対象者：３月２６日～

４月８日)

令03-
20085-
100040号

0956-47-5706 http://sun.ac.jp/
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令和３年度(第１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

長崎県立大学
【必修】子どもたちの発達と学校
教育

下記に示す事項について議論し考える。また、子どもたちが
主体的に学習するアクティブラーニングの在り方を教育施策
も含めて全員で考える。
イ　国の教育政策や世界の教育の動向
ロ　教員としての子ども観、教育観等についての省察
ハ　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。）
ニ　子どもの生活の変化を踏まえた課題

本田　道明（地域連携センター特任教授）
橋本　優花里（地域創造学部教授）

長崎県壱岐市 6時間 令和3年7月4日 6,000円 50人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：３
月１１日～４月８日、県
外対象者：３月２６日～

４月８日)

令03-
20085-
100041号

0956-47-5706 http://sun.ac.jp/

長崎県立大学
【必修】子どもたちの発達と学校
教育

下記に示す事項について議論し考える。また、子どもたちが
主体的に学習するアクティブラーニングの在り方を教育施策
も含めて全員で考える。
イ　国の教育政策や世界の教育の動向
ロ　教員としての子ども観、教育観等についての省察
ハ　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。）
ニ　子どもの生活の変化を踏まえた課題

橋本　健夫（長崎国際大学　人間社会学部教
授）
橋本　優花里（地域創造学部教授）

長崎県対馬市 6時間 令和3年5月29日 6,000円 50人

令和3年3月11日～
令和3年4月8日

(備考　県内対象者：３
月１１日～４月８日、県
外対象者：３月２６日～

４月８日)

令03-
20085-
100042号

0956-47-5706 http://sun.ac.jp/

東北福祉大学
【必修】子どもを取りまく教育の今
日的課題

近年、社会は急激に変化をしている。それに伴い、教育施
策もめまぐるしく変わり、学校教育や教員に求められる役割
や資質能力も変化を遂げている。
本講習では、わが国の教育施策の概略・動向および世界の
教育の動向を理解する。また、時代の変化とともに、学校教
育や教員に求められる役割と期待について理解を深める。
さらに、教職についての省察および子どもの変化について
の理解を中心として、教育に関する最新の事情について学
習する。
◆テキスト代込み。詳しくは本学HPまで。

寺下　明（教育学部教授）
三浦　和美（教育学部教授）
熊谷　和彦（教育学部教授）

通信教育 6時間
令和3年4月1日～
令和3年11月30日

6,000円 600人
令和3年2月16日～
令和3年7月31日

令03-
30045-
100055号

022-233-2211 https://www.tfu.ac.jp/

宇都宮共和大学
【必修】子どもをめぐる教育の最
新事情

幼稚園及び教員を取り巻く教育の動きについての理解を図
るとともに、自らの教職生活を振り返り自己を変革する機会
となれば幸いです。「国の教育政策や世界の教育の動向」
「子どもの発達に関する脳科学、心理学等における知見」
「特別支援教育に関する課題」について考察します。

土沢　薫（子ども生活学部准教授）
星　順子（子ども生活学部准教授）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月16日 6,000円 84人
令和3年2月16日～

令和3年7月9日

令03-
30067-
100057号

028-650-6611
http://www.kyowa-
u.ac.jp

人間総合科学大
学

【必修】心身健康科学教育～人・
生命を支えるこころ・脳・からだを
学習する～

「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（特別支援教育に関する
ものを含む）」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の4項
目について理解を深めるとともに＜人・生命を支えるこころ・
脳・からだを学習する＞をテーマに、本学が提唱する新しい
学問領域である『心身健康科学』の中から教職に求められ
る専門的な知識を学ぶ。
「オンデマンド型」

小岩　信義（人間科学部心身健康科学科学科
長）
萩原　豪人（人間科学部准教授）
青木　清（名誉教授）
赤坂　雅裕（文教大学　国際学部教授）

インターネット 7時間
令和3年4月1日～
令和3年11月28日

8,000円 350人
令和3年2月16日～
令和3年8月31日

令03-
30104-
100003号

048-749-6111
https://www.human.ac.j
p/
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平成国際大学 【必修】最新の教育事情

本講習では「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（特別支援教
育に関するものを含む。）」「子どもの生活の変化を踏まえた
課題（居場所づくりを意識した集団形成、多様化に応じた学
級づくりと学級担任の役割）」について、教員に求められる知
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
ることを目的とします。

小泉　祥一（スポーツ健康学部教授）
青木　智子（スポーツ健康学部教授）
関　泰彦（法学部特任教授）
一木　玲子（法学部非常勤講師）

埼玉県加須市 6時間 令和3年8月12日 6,000円 120人

令和3年3月9日～
令和3年4月12日

(備考　先行募集（系列
校教職員・卒業生・連
携協定市教職員）：3月
9日～15日、一般募集：

4月6日～4月12日)

令03-
30106-
100052号

0480-66-2100
http://www2.hiu.ac.jp/k
youmen/

聖徳大学
【必修】教育の最新事情（通信Ａ
クラス）

幼稚園以外の免許種を対象とし、「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」に関して、
今日求められている教育の課題をふまえて、学校や教員が
果たすべき役割について考察する。

小野瀬　雅人（児童学部教授）
河村　久（大学院教職研究科教授）
鈴木　由美（児童学部教授）

通信教育 6時間
令和3年6月1日～
令和3年8月15日

6,000円 50人

令和3年3月4日～
令和3年4月9日

(備考　「卒業生先行募
集期間：３月４日～３月
８日、一般募集期間：３

月１9日～4月9日」)

令03-
30122-
100069号

047-365-1111
(内線： 3047)

https://www.seitoku.jp/
tk/

聖徳大学
【必修】教育の最新事情（通信Bク
ラス）

幼稚園教諭を対象とし、「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」に関して、今日求
められている教育の課題をふまえて、園や教員が果たすべ
き役割について考察する。

奥村　典子（児童学部教授）
河村　久（大学院教職研究科教授）
岡田　耕一（短期大学部保育科教授）

通信教育 6時間
令和3年6月1日～
令和3年8月15日

6,000円 65人

令和3年3月4日～
令和3年4月9日

(備考　「卒業生先行募
集期間：３月４日～３月
８日、一般募集期間：３

月１9日～4月9日」)

令03-
30122-
100070号

047-365-1111
(内線： 3047)

https://www.seitoku.jp/
tk/

開智国際大学 【必修】教育の最新事情

効果のあるチーム学校としての教師力、家庭・地域連携力、
学校文化力、組織・カリキュラムマネジメント力、リーダー
シップについて受講者の体験をも踏まえながら考えます。学
校支援策の方途について校務負担軽減策（業務の効率化・
情報化、タイムマネジメント、専門人材配置、部活動支援）
から考えます。学習指導要領の特徴、子どもの資質・能力
向上と方策を捉えます。子どもの発達についての理解を深
め、特別な教育的ニーズの理解と支援についても考えま
す。

寺本　妙子（教育学部教授）
千葉　秀一（教育学部専任講師）
土井　雅弘（教育学部准教授）

東京都中央区 6時間 令和3年8月10日 6,000円 80人
令和3年2月16日～
令和3年6月30日

令03-
30134-
100043号

04-7167-8655
(内線： 233)

http://www.kaichi.ac.jp
/

桜美林大学 【必修】教育の最新事情

　オンデマンド型で実施する。
　国の教育政策や世界の教育の動向を把握し、子ども観・
教育観の変遷を概観し、教員としての子ども観・教育観等に
ついての省察を行う。そして、子どもの発達や特別支援教育
に関する新たな課題を捉えながら、発達障がいのある子ど
もの特性を理解し、どのような支援が必要か考察を深める。
また、子どもの生活の変化を踏まえて、カウンセリングマイ
ンドをベースとした教育相談について触れ、今日的な教育課
題についての理解を深める。なお、「消費者教育」について
は「国の教育政策」で、「心のバリアフリー」については「特別
支援教育に関する新たな課題（LD、ADHD等）」で一部言及
している。

田中　暁龍（資格・教職センター教授）
浦田　広朗（大学院大学アドミニストレーション
研究科教授）
高瀬　幸恵（資格・教職センター准教授）
池田　美樹（リベラルアーツ学群准教授）
石黒　康夫（資格・教職センター教授）

インターネット 6時間
令和3年4月16日～
令和4年3月31日

9,600円 5,000人
令和3年2月16日～
令和4年3月30日

令03-
30142-
100002号

042-797-9914
(内線： 3630)

https://www.obirin.ac.jp
/kyomen/
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昭和女子大学 【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」「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。）」
「子どもの生活の変化を踏まえた課題」について、教員に求
められる知識・態度の習得と、現在の教育動向・課題につい
ての理解の深化を目指す。（オンデマンド型）

友野　清文（総合教育センター教授）
青木　幸子（総合教育センター准教授）
緩利　誠（総合教育センター准教授）

インターネット 6時間
令和3年6月13日～
令和3年6月27日

6,000円 80人

令和3年3月1日～
令和3年4月18日

(備考　1次募集：3月1日
～3月16日、2次募集：4

月7日～4月18日)

令03-
30169-
100004号

03-3411-5117
(内線： 5350)

https://univ.swu.ac.jp/

東京女子体育大
学

【必修】教育の最新事情

主に、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教
育学校、特別支援学校の教員を対象として、①国の教育施
策や世界の教育の動向、②教員としての子ども観、教育観
等についての省察（「生きる力」を育てる授業改善）、③子供
の発達と子どもの変化について、最新の知識を修得し、具
体的な事例を参考に受講者とともに考察し理解を深めること
を目指す。

窪田　眞二（常葉大学　教授）
野口　敏朗（体育学部教授）
大石　千歳（短期大学教授）
田島　真沙美（短期大学講師）

東京都国立市 6時間 令和3年8月12日 6,000円 80人
令和3年4月1日～
令和3年5月5日

令03-
30207-
100006号

042-572-4309
(内線： 236)

https://www.twcpe.ac.j
p/

東京未来大学
【必修】好きな時間に自宅で学べ
る『最新の教育事情』

教育施策や世界教育の動向、子ども観と教育観、子どもの
発達、子どもの生活の変化について、公益財団法人私立大
学通信教育協会によって作成された教材「新しい教育事情」
に沿って学んでいく。
◆認定試験は特例による郵送試験。

今井　康晴（こども心理学部講師）
大橋　恵（こども心理学部教授）

通信教育 6時間
令和3年4月15日～
令和3年12月15日

6,000円 3,500人
令和3年3月1日～
令和3年11月1日

令03-
30215-
100085号

03-5813-2530
https://license.tokyomi
rai.ac.jp/

法政大学
【必修】マクロ・メゾ・ミクロから捉
えた学校と子ども

前半：教育におけるニュー・パブリック・マネジメント（NPM）の
基本的枠組みを示し、カリキュラムマネジメントや学校評価
等の施策を解説する。その上で、学校の組織開発やビジョ
ン作成に取り組むかを考える。
後半：社会性・道徳性の最新の発達理論を講義。支援のあ
り方は、ソーシャルエモーショナルラーニングの枠組みから
感情リテラシー、レジリエンス、ソーシャルスキルを育成する
方法をワークを通して身につける。

高野　良一（キャリアデザイン学部教授）
渡辺　弥生（文学部教授）

東京都千代田
区

6時間 令和3年8月23日 6,000円 50人

令和3年2月16日～
令和3年5月24日

(備考　令和3年2月16日
～24日は，卒業生・本
学附属校教員，及び令
和2年度に本学の免許
状更新講習申込者先

行募集期間)

令03-
30238-
100031号

03-3264-9425
http://www.hosei.ac.jp/
kyoushoku_katei/

武蔵野美術大学 【必修】教育の最新事情

現代の教育事情全般を内容として、学校教育の現場が抱え
ている課題や問題に留意して、2名の担当講師による講義を
行います。テキスト『新しい教育事情』（私立大学通信教育
協会）を全受講者に事前に配付するほか、講義では必要な
資料等を配付します。

伊東　毅（教授）
高橋　陽一（教授）

東京都小平市 6時間 令和3年7月27日 6,000円 119人
令和3年2月16日～
令和3年5月31日

令03-
30244-
100059号

0422-22-8562 http://cc.musabi.ac.jp/

武蔵野美術大学
【必修】教育の最新事情・通信講
習

現代の教育事情全般を通信授業で行います。テキスト『新し
い教育事情』（私立大学通信教育協会）の学習をもとに、レ
ポートでは学校教育の現場が抱えている課題や問題につい
て論じてもらい、それを添削指導します。

伊東　毅（教授）
高橋　陽一（教授）

通信教育 6時間
令和3年4月1日～
令和4年1月23日

6,000円 100人
令和3年2月16日～
令和3年7月31日

令03-
30244-
100060号

0422-22-8562 http://cc.musabi.ac.jp/

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。

天野　一哉（共生科学部 専任教授）
西永　堅（共生科学部専任教授）
仲　久徳（共生科学部准教授）
伊藤　一美（大学院教育学研究科准教授）

通信教育 6時間
令和3年5月1日～
令和4年3月31日

7,000円 1,800人
令和3年2月16日～
令和4年1月31日

令03-
30260-
100061号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/
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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。なお実施形態は「オンデマンド型」とする。

仲　久徳（大学院教育実践研究科　専任教授）
岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）

インターネット 6時間
令和3年4月16日～
令和4年3月31日

7,000円 2,000人
令和3年2月16日～
令和4年2月28日

令03-
30260-
100062号

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

八洲学園大学
【必修】eラーニング講習「教師の
ための教育最前線」

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「子どもの生活の変
化を踏まえた課題」、「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）」に
ついて取り上げます。講習はオンデマンド（録画）で受講でき
ます。修了試験は郵送による筆記試験にて実施いたしま
す。

渡邉　達生（生涯学習学部生涯学習学科特任
教授）
佐々木　達行（生涯学習学部生涯学習学科特
任教授）
鈴木　啓之（生涯学習学部生涯学習学科教授）

インターネット 6時間
令和3年7月19日～
令和3年8月31日

6,000円 550人
令和3年2月16日～
令和3年6月15日

令03-
30283-
100063号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/

八洲学園大学
【必修】eラーニング講習「教師の
ための教育最前線」

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「子どもの生活の変
化を踏まえた課題」、「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）」に
ついて取り上げます。講習はオンデマンド（録画）で受講でき
ます。修了試験は郵送による筆記試験にて実施いたしま
す。

渡邉　達生（生涯学習学部生涯学習学科特任
教授）
佐々木　達行（生涯学習学部生涯学習学科特
任教授）
鈴木　啓之（生涯学習学部生涯学習学科教授）

インターネット 6時間
令和3年10月18日～
令和3年11月30日

6,000円 550人
令和3年2月16日～
令和3年9月15日

令03-
30283-
100064号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/

岐阜女子大学 【必修】学びの基礎と学力

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が
必要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、
国の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方、心理･
発達的視点からみた子どもの理解と対応等について、具体
的な教育実践に対応させながら、学びの基礎としての学力
を育てることについて考える。

生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
服部　晃（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）

通信教育 6時間
令和3年4月8日～
令和3年5月15日

6,000円 2,000人
令和3年2月16日～

令和3年4月6日

令03-
30328-
100044号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学 【必修】学びの基礎と学力

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が
必要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、
国の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方、心理･
発達的視点からみた子どもの理解と対応等について、具体
的な教育実践に対応させながら、学びの基礎としての学力
を育てることについて考える。

生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
服部　晃（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）

通信教育 6時間
令和3年6月21日～
令和3年7月30日

6,000円 2,000人
令和3年5月17日～

令和3年6月4日

令03-
30328-
100045号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学 【必修】学びの基礎と学力

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が
必要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、
国の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方、心理･
発達的視点からみた子どもの理解と対応等について、具体
的な教育実践に対応させながら、学びの基礎としての学力
を育てることについて考える。

生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
服部　晃（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）

通信教育 6時間
令和3年8月2日～
令和3年9月21日

6,000円 2,000人
令和3年6月29日～
令和3年7月13日

令03-
30328-
100046号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学 【必修】学びの基礎と学力

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が
必要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、
国の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方、心理･
発達的視点からみた子どもの理解と対応等について、具体
的な教育実践に対応させながら、学びの基礎としての学力
を育てることについて考える。

生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
服部　晃（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）

通信教育 6時間
令和3年9月24日～
令和3年11月15日

6,000円 2,000人
令和3年8月23日～

令和3年9月3日

令03-
30328-
100047号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp
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令和３年度(第１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

岐阜女子大学
【必修】学力の向上と子どもの理
解について考える

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が
必要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、
国の教育政策の動向を踏まえた学力の向上とその基になる
言語力の育成や、心理･発達的視点からみた子どもの理解
と対応等について、具体的な教育実践に対応させながら考
える。

松川　禮子（学長、教授）
生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）
吉村　希至（文化創造学部准教授）

通信教育 6時間
令和3年4月8日～
令和3年5月15日

6,000円 2,000人
令和3年2月16日～

令和3年4月6日

令03-
30328-
100048号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【必修】学力の向上と子どもの理
解について考える

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が
必要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、
国の教育政策の動向を踏まえた学力の向上とその基になる
言語力の育成や、心理･発達的視点からみた子どもの理解
と対応等について、具体的な教育実践に対応させながら考
える。

松川　禮子（学長、教授）
生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）
吉村　希至（文化創造学部准教授）

通信教育 6時間
令和3年6月21日～
令和3年7月30日

6,000円 2,000人
令和3年5月17日～

令和3年6月4日

令03-
30328-
100049号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【必修】学力の向上と子どもの理
解について考える

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が
必要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、
国の教育政策の動向を踏まえた学力の向上とその基になる
言語力の育成や、心理･発達的視点からみた子どもの理解
と対応等について、具体的な教育実践に対応させながら考
える。

松川　禮子（学長、教授）
生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）
吉村　希至（文化創造学部准教授）

通信教育 6時間
令和3年8月2日～
令和3年9月21日

6,000円 2,000人
令和3年6月29日～
令和3年7月13日

令03-
30328-
100050号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【必修】学力の向上と子どもの理
解について考える

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が
必要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、
国の教育政策の動向を踏まえた学力の向上とその基になる
言語力の育成や、心理･発達的視点からみた子どもの理解
と対応等について、具体的な教育実践に対応させながら考
える。

松川　禮子（学長、教授）
生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）
吉村　希至（文化創造学部准教授）

通信教育 6時間
令和3年9月24日～
令和3年11月15日

6,000円 2,000人
令和3年8月23日～

令和3年9月3日

令03-
30328-
100051号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

活水女子大学
【必修】教育政策および学校教育
に関する近年の動向と実践上の
課題

国内外の教育の動向をふまえ、近年の教育政策・法令改正
等を概説することを通して、マクロな視点から教育の動向を
講義すると共に、そのような動向が個々の学校教育の課題
と結びつく側面を解説する。さらに、関連する学校を取り巻く
状況や子どもの生活の変化をとらえ、心理学・教育学・教育
法学の立場から学校教育の現代的課題を明らかにし、講義
する。

長尾　博（国際文化学部　教授）
村元　宏行（国際文化学部　准教授）
原田　拓馬（国際文化学部　講師）

長崎県長崎市 6時間 令和3年8月24日 6,000円 100人
令和3年3月11日～

令和3年4月8日

令03-
30583-
100030号

095-820-6016
http://www.kwassui.ac.j
p/university/

長崎純心大学 【必修】教育の最新事情

講義項目は、「教員としての子ども観、教育観についての省
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）」「子どもの生
活の変化を踏まえた課題」「国の教育政策や世界の教育の
動向（学習指導要領改訂の動向、法令改正及び国の審議
会の状況を含む）」の4項目である。

石田　憲一（人文学部こども教育保育学科教
授）
坂本　雅彦（人文学部こども教育保育学科教
授）
三浦　佳代子（人文学部地域包括支援学科講
師）

長崎県長崎市 6時間 令和3年7月31日 6,000円 100人
令和3年3月11日～

令和3年4月8日

令03-
30587-
100056号

095-846-0084
http://www.n-
junshin.ac.jp/univ/

埼玉東萌短期大
学

【必修】教育の最新事情

国や世界の教育の動向を踏まえ、今後、求められる教員と
しての子ども観、教育観等の理解を深める。さらに、多様化
に応じた学級づくり、社会的・経済的環境の変化に応じた
キャリア教育等の在り方についても考察していく。また、子ど
もの発達に関する脳科学、心理学、特別支援教育の最新の
知見を紹介する。子どもや家庭の生活の変化を踏まえ、居
場所づくりや指導の在り方、カウンセリングマインドの必要
性を演習の中で検討する。

髙橋　美枝（幼児保育学科教授）
奥　恵（幼児保育学科専任講師）

埼玉県越谷市 6時間 令和3年6月26日 6,000円 40人

令和3年3月16日～
令和3年4月26日

(備考　卒業生先行募集
期間：3月16日～3月22
日、一般募集期間：3月

23日～4月26日)

令03-
35063-
100025号

048-987-2345
(内線： 45)

http://www.saitamatoh
o.jp
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ユマニテク短期大
学

【必修】教育の最新事情

本講座では、「国の教育施策」、「世界の教育の動向」、「子
どもの生活の変化に関する課題」、「子ども観、教育観につ
いての省察」、「子どもの発達に関する最新の知見（特別支
援教育に関するものも含む）」について、各項目に関する内
容を取り上げる。講義形式を基本とするが、グループワーク
等、様々な実施形態を探ることにより、受講者の理解を深め
る。

堀　建治（幼児保育学科教授）
伊藤　喬治（幼児保育学科講師）

三重県四日市
市

6時間 令和3年7月3日 6,000円 80人
令和3年5月21日～
令和3年5月23日

令03-
35191-
100037号

059-356-8170
http://www.jc-
humanitec.ac.jp/

ユマニテク短期大
学

【必修】教育の最新事情

本講座では、「国の教育施策」、「世界の教育の動向」、「子
どもの生活の変化に関する課題」、「子ども観、教育観につ
いての省察」、「子どもの発達に関する最新の知見（特別支
援教育に関するものも含む）」について、各項目に関する内
容を取り上げる。講義形式を基本とするが、グループワーク
等、様々な実施形態を探ることにより、受講者の理解を深め
る。

堀　建治（幼児保育学科教授）
伊藤　喬治（幼児保育学科講師）

三重県四日市
市

6時間 令和3年12月4日 6,000円 80人
令和3年10月1日～
令和3年10月5日

令03-
35191-
100038号

059-356-8170
http://www.jc-
humanitec.ac.jp/

愛知県教育委員
会

【必修】最新の教育事情

「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」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。

村瀬　正幸（愛知県立一色高等学校・校長）
安楽　孝幸（愛知県立安城特別支援学校・校
長）
武田　邦生（愛知県総合教育センター・研究指
導主事）
原田　拳志（愛知県総合教育センター・研究指
導主事）
倉知　利勝（愛知県総合教育センター・研究指
導主事）
雨宮　永（愛知県総合教育センター・研究指導
主事）
内山　真一（愛知県総合教育センター・研究指
導主事）
松岡　伸高（愛知県教育委員会教職員課・課長
補佐）

愛知県愛知郡
東郷町

6時間 令和3年6月5日 0円 160人

令和3年4月1日～
令和3年4月16日

(備考　特定の年齢を対
象とし、愛知県立学校
管理職を通じて応募を
受け付けるため、一般

募集は行わない。)

令03-
50450-
100005号

052-954-6768
https://www.pref.aichi.j
p/site/aichinokyoiku/

名古屋市教育委
員会

【必修】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（Ｈ２）

教員として共通に求められる内容を中心とする。具体的に
は、教育政策の動向と指導の在り方、教職の今日的役割、
子どもの発達や課題の理解等を取り上げる。また、教育的
愛情等に関する事項、社会性や対人関係能力に関する事
項も取り上げ、講義及び演習を行う。

天谷　祐子（名古屋市立大学　教育発達科学研
究科准教授）
廣瀬　汎曜（至学館大学　教授）
酒井　正幸（名古屋市教育センター教育相談部
長）
出井　伸宏（名古屋市教育センター研究調査部
長）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年9月4日 6,000円 150人
令和3年4月3日～
令和3年4月16日

令03-
50451-
100007号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【必修】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（Ｈ１）

教員として共通に求められる内容を中心とする。具体的に
は、教育政策の動向と指導の在り方、教職の今日的役割、
子どもの発達や課題の理解等を取り上げる。また、教育的
愛情等に関する事項、社会性や対人関係能力に関する事
項も取り上げ、講義及び演習を行う。（オンデマンド型講習）

天谷　祐子（名古屋市立大学　人間文化研究科
准教授）
廣瀬　帆曜（至学館大学　教授）
酒井　正幸（名古屋市教育センター教育相談部
長）

インターネット 6時間

令和3年7月21日～
令和3年8月15日、
令和3年8月18日～
令和3年8月20日

6,000円 900人
令和3年4月3日～
令和3年4月16日

令03-
50451-
100008号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【必修】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（ＨＫ１）

教員として共通に求められる内容を中心とする。具体的に
は、教育政策の動向と指導の在り方、教職の今日的役割、
子どもの発達や課題の理解等を取り上げる。また、教育的
愛情等に関する事項、社会性や対人関係能力に関する事
項も取り上げ、講義及び演習を行う。受講対象者は名古屋
市教育センター研修「ミドルリーダー研修」を受講し、かつ令
和３年度に教員免許状更新講習の受講対象者のみとする。

安藤　嘉浩（名古屋市教育センター研修部長）
高橋　幸久（名古屋市教育センター指導主事）
富所　妙子（名古屋市教育センター指導主事）
酒井　正幸（名古屋市教育センター教育相談部
長）

愛知県名古屋
市

6時間
令和3年6月15日、
令和3年8月5日、
令和3年8月19日

0円 10人
令和3年4月3日～
令和3年4月16日

令03-
50451-
100009号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/
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令和３年度(第１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

豊橋市教育委員
会

【必修】教育の最新事情Ａ１

　国の教育政策や世界の教育の動向を踏まえ、「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・技能の習得と今日的な教育課題についての理解を
深めることをめざす。講習内容として、「生徒指導・生活サ
ポート夏季研修講座」「学習指導要領研修講座」を設定す
る。

小柳津　清千（学校教育課指導主事）
太田　一郎（学校教育課指導主事）

愛知県豊橋市 6時間 令和3年8月17日 5,000円 200人
令和3年4月1日～
令和3年4月23日

令03-
50460-
100010号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【必修】教育の最新事情Ａ２

国の教育政策や世界の教育の動向を踏まえ、「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、特に学校保健の視点か
ら学ぶ。子どもの発達を支える学校の在り方や教員として理
解しておくべき法令等、求められる最新の知識・技能の習得
と今日的な教育課題についての理解を深めることをめざす。

鈴木　久美（保健給食課指導主事） 愛知県豊橋市 6時間 令和3年8月17日 5,000円 10人
令和3年4月1日～
令和3年4月23日

令03-
50460-
100011号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

豊橋市教育委員
会

【必修】子どもをとりまく環境変化
に関する最新の知見と課題

　世代をこえて所持率が加速度的に広がりつつあるスマート
メディア(タブレット・スマホ・ゲーム機等）の導入・利活用に関
する現代的な課題とそれらに対する新たな知見（特に最新
研究からの報告）や対処法を具体例を交えながら学ぶ。ま
た、最新の脳科学研究から導き出される、幼児期における
近しい者とのコミュニケーションの重要性についても事例を
概観しながら理解を深める。

今井　昌彦（浜松学院大学　短期大学部幼児教
育科　教授）

愛知県豊橋市 6時間 令和3年8月29日 1,500円 60人
令和3年7月1日～
令和3年7月30日

令03-
50460-
100012号

0532-51-2826
http://www.city.toyoha
shi.lg.jp/3215.htm

岡崎市教育委員
会

【必修】必修講習

幼稚園・小学校・中学校の教員免許状保有者を対象に、幼
児教育・義務教育に携わる者にとって必要な「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」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」
に関する事項について、教員に求められている最新の知
識・技能の習得と、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。
「子どもの発達や生活の変化を踏まえた課題」の講習をイン
ターネット（オンデマンド型）で令和３年７月２２日（木）～７月
２８日（水）に開講。その他の講習を対面授業で７月２９日
（木）に開講。履修認定試験は対面授業後実施。

山口　明則（岡崎市教育研究所　教育アドバイ
ザー）
永田　勲（岡崎市教育研究所　教育アドバイ
ザー）

愛知県岡崎市 6時間 令和3年7月29日 0円 230人

令和3年2月16日～
令和3年6月16日

(備考　岡崎市職員対象
の講習のため一般募集

は行わない)

令03-
50461-
100001号

0564-23-6772
http://www.city.okazaki
.aichi.jp

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【必修】教育の最新事情（国立オ
リンピック記念青少年総合セン
ター）

「教職についての省察」、「子どもの変化についての理解」、
「教育政策の動向についての理解」、「学校の内外における
連携協力についての理解」の4つの事項と今日的な教育課
題について（新型コロナ感染拡大防止の中で学校教育にお
ける課題・子供の貧困問題・ジェンダーフリー問題を含めて）
の最新の知識を取得し、理解を深めることを目指す。長年教
員研修を行ってきた開善塾教育相談研究所との協力で講習
を行う。

中村　豊（東京理科大学　教授）
嶋崎　政男（神田外語大学　客員教授）

東京都渋谷区 6時間 令和3年5月1日 7,800円 40人
令和3年2月16日～
令和3年4月16日

令03-
70020-
100086号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/
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令和３年度(第１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

公益財団法人才
能開発教育研究
財団

【必修】教育の最新事情

※オンデマンド型
「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」の４つの事項について理解を深め、学校現
場の今日的な課題に対応するための知識・技能を高めるこ
とを目指して講習を実施します。
(当財団の講習はご自宅で試験が可能です）

吉崎　静夫（横浜国立大学　客員教授）
河村　久（聖徳大学　大学院教職研究科教授）
堀田　博史（園田学園女子大学　人間健康学部
教授）
髙橋　良祐（理事）

インターネット 6時間
令和3年4月1日～
令和4年3月31日

6,600円 5,000人
令和3年3月1日～
令和4年2月28日

令03-
80004-
100058号

0120-238-140
https://www.sainou.or.j
p/e-learning/

公益財団法人大
学セミナーハウス

【必修】ｅラーニングによる教育の
最新事情

本講習では、AIの発達や様々な分野でのグローバル化が進
展する今日、日本や海外諸国が、どのように教育改革を進
めようとしているのかを、各国の教育政策や教育実践の紹
介を通じて理解を深める。さらに、「子ども観と教育観の形
成」、「子どもの成長とその支援」、「子どもの生活環境の変
化」を紹介することにより、子どもについての最新の知見を
提供する。「オンデマンド型」

濱名　篤（関西国際大学　教授）
川嶋　太津夫（大阪大学　教授）
加藤　彰彦（沖縄大学　名誉教授）

インターネット 6時間
令和3年4月1日～
令和4年3月31日

9,000円 2,000人
令和3年2月16日～
令和4年3月31日

令03-
80012-
100053号

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

公益財団法人大
学セミナーハウス

【必修】中・高教員のためのeラー
ニングによる教育の最新事情

特に中・高教員向けの講習として、AIの発達や様々な分野
でのグローバル化が進展する今日、日本や海外諸国が、ど
のように教育改革を進めようとしているかを、各国の教育政
策や教育実践の紹介を通じて理解を深める。さらに、「子ど
も観と教育観の形成」、「子どもの成長とその支援」、「子ども
の生活環境の変化」を紹介することにより、子どもについて
の最新の知見を提供する。「オンデマンド型」

濱名　篤（関西国際大学　教授）
川嶋　太津夫（大阪大学　教授）
加藤　彰彦（沖縄大学　名誉教授）

インターネット 6時間
令和3年4月1日～
令和4年3月31日

9,000円 2,000人
令和3年2月16日～
令和4年3月31日

令03-
80012-
100054号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【必修】教育の最新事情-これか
らの時代を生き抜く子どもを育て
る

変化の激しい社会、AI時代の到来、人生100歳時代など、目
の前の子どもに2030年を生き抜く力を育むことが、学校教育
に期待されたミッションとなっています。日本版包括的生徒
指導マルチレベルアプローチを学校現場で指導してきたプ
ロジェクトチームの講師が海外の先進国の知見を交えて、こ
れからの日本の学校教育のあり方を豊富な実践事例を交え
ながら分かりやすく解説します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）
金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

東京都渋谷区 6時間 令和3年8月15日 6,500円 100人
令和3年2月16日～
令和3年7月10日

令03-
80032-
100026号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【必修】教育の最新事情-これか
らの時代を生き抜く子どもを育て
る

オンデマンド型講習
変化の激しい社会、AI時代の到来、人生100歳時代など、目
の前の子どもに2030年を生き抜く力を育むことが、学校教育
に期待されたミッションとなっています。日本版包括的生徒
指導マルチレベルアプローチを学校現場で指導してきたプ
ロジェクトチームの講師が海外の先進国の知見を交えて、こ
れからの日本の学校教育のあり方を豊富な実践事例を交え
ながら分かりやすく解説します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）
金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

インターネット 6時間
令和3年4月16日～
令和3年8月30日

6,000円 300人
令和3年2月16日～
令和3年7月16日

令03-
80032-
100027号

082-211-1030 http://www.aises.info

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【必修】教育の最新事情-これか
らの時代を生き抜く子どもを育て
る

変化の激しい社会、AI時代の到来、人生100歳時代など、目
の前の子どもに2030年を生き抜く力を育むことが、学校教育
に期待されたミッションとなっています。日本版包括的生徒
指導マルチレベルアプローチを学校現場で指導してきたプ
ロジェクトチームの講師が海外の先進国の知見を交えて、こ
れからの日本の学校教育のあり方を豊富な実践事例を交え
ながら分かりやすく解説します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）
金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

東京都渋谷区 6時間 令和3年10月10日 6,500円 100人
令和3年8月1日～
令和3年9月4日

令03-
80032-
100028号

082-211-1030 http://www.aises.info
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公益社団法人学
校教育開発研究
所

【必修】教育の最新事情-これか
らの時代を生き抜く子どもを育て
る

オンデマンド型講習
変化の激しい社会、AI時代の到来、人生100歳時代など、目
の前の子どもに2030年を生き抜く力を育むことが、学校教育
に期待されたミッションとなっています。日本版包括的生徒
指導マルチレベルアプローチを学校現場で指導してきたプ
ロジェクトチームの講師が海外の先進国の知見を交えて、こ
れからの日本の学校教育のあり方を豊富な実践事例を交え
ながら分かりやすく解説します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）
金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

インターネット 6時間
令和3年9月1日～
令和3年12月19日

6,000円 300人
令和3年8月1日～
令和3年11月5日

令03-
80032-
100029号

082-211-1030 http://www.aises.info

聖徳大学・聖徳
大学短期大学部

【必修】教育の最新事情

幼稚園以外の免許種を対象とし、「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」に関して
今日求められている教育の課題をふまえて、学校や教員が
果たすべき役割について考察する。

上田　智子（児童学部専任講師）
小野瀬　雅人（児童学部教授）
森　貞美（児童学部准教授）
太田　裕子（大学院教職研究科教授）
鈴木　由美（児童学部教授）

千葉県松戸市 6時間 令和3年5月9日 6,000円 100人

令和3年3月4日～
令和3年3月27日

(備考　「卒業生先行募
集期間：３月４日～３月
８日、一般募集期間：３
月１８日～3月27日」)

令03-
90004-
100065号

047-365-3601
(内線： 721001)

https://www.seitoku-
u.ac.jp/

聖徳大学・聖徳
大学短期大学部

【必修】教育の最新事情

幼稚園教諭を対象とし、「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」に関して今日求
められている教育の課題をふまえて、園や教員が果たすべ
き役割について考察する。

中村　裕（短期大学部保育科准教授）
小田桐　忍（児童学部教授）
奥村　典子（児童学部教授）
腰川　一惠（大学院教職研究科教授）
岡田　耕一（短期大学部保育科教授）

千葉県松戸市 6時間 令和3年5月30日 6,000円 100人

令和3年3月4日～
令和3年3月27日

(備考　「卒業生先行募
集期間：３月４日～３月
８日、一般募集期間：３
月１6日～3月２7日」)

令03-
90004-
100066号

047-365-3601
(内線： 721001)

https://www.seitoku-
u.ac.jp/

聖徳大学・聖徳
大学短期大学部

【必修】教育の最新事情

幼稚園以外の免許種を対象とし、「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」に関して
今日求められている教育の課題をふまえて、学校や教員が
果たすべき役割について考察する。

上田　智子（児童学部専任講師）
小野瀬　雅人（児童学部教授）
森　貞美（児童学部准教授）
太田　裕子（大学院教職研究科教授）
鈴木　由美（児童学部教授）

千葉県松戸市 6時間 令和3年8月20日 6,000円 100人

令和3年3月4日～
令和3年5月7日

(備考　「卒業生先行募
集期間：３月４日～３月
８日、一般募集期間：３

月１８日～5月7日」)

令03-
90004-
100067号

047-365-3601
(内線： 721001)

https://www.seitoku-
u.ac.jp/

聖徳大学・聖徳
大学短期大学部

【必修】教育の最新事情

幼稚園教諭を対象とし、「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」に関して今日求
められている教育の課題をふまえて、園や教員が果たすべ
き役割について考察する。

中村　裕（短期大学部保育科准教授）
小田桐　忍（児童学部教授）
奥村　典子（児童学部教授）
腰川　一惠（大学院教職研究科教授）
岡田　耕一（短期大学部保育科教授）

千葉県松戸市 6時間 令和3年8月18日 6,000円 100人

令和3年3月4日～
令和3年5月7日

(備考　「卒業生先行募
集期間：３月４日～３月
８日、一般募集期間：３

月１6日～5月7日」)

令03-
90004-
100068号

047-365-3601
(内線： 721001)

https://www.seitoku-
u.ac.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【必修】社会･子どもの変化と教育
の課題

「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（特別支援教育に関
するものを含む。）」、「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、これまでの研究によって得られ
た知見に基づいて講義する。
なお、本講習はオンデマンドで実施する。

佐々木　幸寿（東京学芸大学　教育学部教授）
増田　謙太郎（東京学芸大学　教職大学院准教
授）
末松　裕基（東京学芸大学　教育学部准教授）
関口　貴裕（東京学芸大学　教育学部教授）
大伴　潔（東京学芸大学　教育学部教授）
松尾　直博（東京学芸大学　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月24日

6,000円 1,500人
令和3年2月16日～
令和3年6月16日

令03-
90030-
100033号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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令和３年度(第１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

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【必修】社会･子どもの変化と教育
の課題(幼稚園)

幼稚園教諭を対象とし、「国の幼児教育政策や世界の教育
の動向」「教員（保育者）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）」「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、これ
までの研究によって得られた知見に基づいて講義する。
なお、本講習はオンデマンドで実施する。

新井　美保子（愛知教育大学　教育学部教授）
鈴木　裕子（愛知教育大学　教育学部教授）
林　牧子（愛知教育大学　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月24日

6,000円 1,500人
令和3年2月16日～
令和3年6月16日

令03-
90030-
100034号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【必修】社会･子どもの変化と教育
の課題

「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（特別支援教育に関
するものを含む。）」、「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、これまでの研究によって得られ
た知見に基づいて講義する。
なお、本講習はオンデマンドで実施する。

佐々木　幸寿（東京学芸大学　教育学部教授）
増田　謙太郎（東京学芸大学　教職大学院准教
授）
末松　裕基（東京学芸大学　教育学部准教授）
関口　貴裕（東京学芸大学　教育学部教授）
大伴　潔（東京学芸大学　教育学部教授）
松尾　直博（東京学芸大学　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年11月23日

6,000円 1,500人
令和3年2月16日～
令和3年10月7日

令03-
90030-
100035号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【必修】社会･子どもの変化と教育
の課題(幼稚園)

幼稚園教諭を対象とし、「国の幼児教育政策や世界の教育
の動向」「教員（保育者）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）」「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、これ
までの研究によって得られた知見に基づいて講義する。
なお、本講習はオンデマンドで実施する。

新井　美保子（愛知教育大学　教育学部教授）
鈴木　裕子（愛知教育大学　教育学部教授）
林　牧子（愛知教育大学　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年11月23日

6,000円 1,500人
令和3年2月16日～
令和3年10月7日

令03-
90030-
100036号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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