
令和３年度　免許状更新講習　第２回認定(必修領域)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

北海道大学
【必修】教育の今日的課題とその
改革の方途

必修領域の４事項について講習内容を設定する。午前は，
子どもの発達，学習指導要領の改訂，特別支援教育からイ
ンクルーシブ教育への展開，障害者権利条約，子どもの多
様性を踏まえた学級づくりについての講義。午後は，ここ１０
年のご自身の教員生活を振り返る時間を持ちながら，学校・
教員が抱える課題を軸に，教育政策の動向，子ども観・教
育観を歴史的，比較的視点から考察する。

安達　潤（教育学研究院・教授）
近藤　健一郎（教育学研究院・教授）

北海道札幌市 6時間 令和3年8月20日 6,000円 80人
令和3年5月5日～
令和3年5月13日

令03-
10001-
100151号

011-706-5430
https://www.hokudai.ac
.jp/

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

必修領域として示されている４事項（子供の貧困問題、心の
バリアフリーを含む。）をすべて含む講習内容を設定する。
各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日
的な教育課題について多角的に理解を深めていくことをね
らいとし、義務教育諸学校教諭向けの講義を行う。

三上　敦史（教育学部札幌校教授）
戸田　まり（教育学部札幌校教授）
姫野　完治（大学院教育学研究科准教授）
小野寺　基史（大学院教育学研究科教授）
佐藤　由佳利（大学院教育学研究科教授）
植木　克美（大学院教育学研究科教授）
宮原　順寛（大学院教育学研究科准教授）
小沼　豊（大学院教育学研究科准教授）
戸田　弘二（教育学部札幌校教授）
益子　洋人（教育学部札幌校准教授）
前田　賢次（教育学部札幌校准教授）
平野　直己（教育学部札幌校教授）
岡部　敦（札幌大谷大学　社会学部准教授）
山口 アンナ　真美（教育学部札幌校非常勤講
師）

北海道札幌市 6時間 令和3年7月10日 6,000円 300人
令和3年5月5日～
令和3年5月13日

令03-
10002-
100117号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

必修領域として示されている４事項（子供の貧困問題、心の
バリアフリーを含む。）をすべて含む講習内容を設定する。
各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日
的な教育課題について多角的に理解を深めていくことをね
らいとし、義務教育諸学校教諭向けの講義を行う。

三上　敦史（教育学部札幌校教授）
戸田　まり（教育学部札幌校教授）
姫野　完治（大学院教育学研究科准教授）
小野寺　基史（大学院教育学研究科教授）
佐藤　由佳利（大学院教育学研究科教授）
植木　克美（大学院教育学研究科教授）
宮原　順寛（大学院教育学研究科准教授）
小沼　豊（大学院教育学研究科准教授）
戸田　弘二（教育学部札幌校教授）
益子　洋人（教育学部札幌校准教授）
前田　賢次（教育学部札幌校准教授）
平野　直己（教育学部札幌校教授）
岡部　敦（札幌大谷大学　社会学部准教授）
山口 アンナ　真美（教育学部札幌校非常勤講
師）

北海道札幌市 6時間 令和3年7月17日 6,000円 300人
令和3年5月5日～
令和3年5月13日

令03-
10002-
100118号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp

令和３年度(第２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２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

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

必修領域として示されている４事項（子供の貧困問題、心の
バリアフリーを含む。）をすべて含む講習内容を設定する。
各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日
的な教育課題について多角的に理解を深めていくことをね
らいとし、義務教育諸学校教諭向けの講義を行う。

三上　敦史（教育学部札幌校教授）
戸田　まり（教育学部札幌校教授）
姫野　完治（大学院教育学研究科准教授）
小野寺　基史（大学院教育学研究科教授）
佐藤　由佳利（大学院教育学研究科教授）
植木　克美（大学院教育学研究科教授）
宮原　順寛（大学院教育学研究科准教授）
小沼　豊（大学院教育学研究科准教授）
戸田　弘二（教育学部札幌校教授）
益子　洋人（教育学部札幌校准教授）
前田　賢次（教育学部札幌校准教授）
平野　直己（教育学部札幌校教授）
岡部　敦（札幌大谷大学　社会学部准教授）
山口 アンナ　真美（教育学部札幌校非常勤講
師）

北海道室蘭市 6時間 令和3年8月28日 6,000円 100人
令和3年5月5日～
令和3年5月13日

令03-
10002-
100119号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

必修領域として示されている４事項（子供の貧困問題、心の
バリアフリーを含む。）をすべて含む講習内容を設定する。
各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日
的な教育課題について多角的に理解を深めていくことをね
らいとし、義務教育諸学校教諭向けの講義を行う。

三上　敦史（教育学部札幌校教授）
戸田　まり（教育学部札幌校教授）
姫野　完治（大学院教育学研究科准教授）
小野寺　基史（大学院教育学研究科教授）
佐藤　由佳利（大学院教育学研究科教授）
植木　克美（大学院教育学研究科教授）
宮原　順寛（大学院教育学研究科准教授）
小沼　豊（大学院教育学研究科准教授）
戸田　弘二（教育学部札幌校教授）
益子　洋人（教育学部札幌校准教授）
前田　賢次（教育学部札幌校准教授）
平野　直己（教育学部札幌校教授）
岡部　敦（札幌大谷大学　社会学部准教授）
山口 アンナ　真美（教育学部札幌校非常勤講
師）

北海道札幌市 6時間 令和3年12月4日 6,000円 300人
令和3年9月20日～
令和3年9月30日

令03-
10002-
100120号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

必修領域として示されている４事項（子供の貧困問題，心の
バリアフリーを含む。）を全て含む講習内容を設定する。受
講者が現在の教職に求められるより専門的な知識を学ぶと
ともに、今日的な教育課題について多角的に理解を深めて
いくことをねらいとする。

川端　美穂（教育学部旭川校准教授）
松田　剛（教育学部旭川校非常勤講師）
大久保　清人（教育学部旭川校非常勤講師）
高橋　均（教育学部旭川校教授）
片桐　正敏（教育学部旭川校准教授）
蔦森　英史（教育学部旭川校准教授）

北海道旭川市 6時間 令和3年7月31日 6,000円 350人
令和3年5月4日～
令和3年5月13日

令03-
10002-
100121号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp
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令和３年度(第２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

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

必修領域として示されている４事項（子供の貧困問題、心の
バリアフリーを含む。）を全て含む講習内容を設定する。受
講者が現在の教職に求められるより専門的な知識を学ぶと
ともに、今日的な教育課題について多角的に理解を深めて
いくことをねらいとする。

川端　美穂（教育学部旭川校准教授）
工藤　仁志（教育学部旭川校非常勤講師）
荻原　拓（教育学部旭川校教授）

北海道北見市 6時間 令和3年8月8日 6,000円 250人
令和3年5月4日～
令和3年5月13日

令03-
10002-
100122号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

必修領域として示されている４事項（子供の貧困問題、心の
バリアフリーを含む。）を全て含む講習内容を設定する。受
講者が現在の教職に求められるより専門的な知識を学ぶと
ともに、今日的な教育課題について多角的に理解を深めて
いくことをねらいとする。

懸田　幸一（教育学部旭川校准教授）
大久保　清人（教育学部旭川校非常勤講師）
蔦森　英史（教育学部旭川校准教授）

北海道旭川市 6時間 令和3年12月4日 6,000円 190人
令和3年9月20日～
令和3年9月30日

令03-
10002-
100123号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

今日の教育をめぐる状況と様々な課題の基礎的・共通的事
項について検討し、これからの教育の在り方について考察
する。その際、教育現場で直接に必要なスキルや知識だけ
でなく、教育の背景にある社会事象（子供の貧困問題を含
む。）や制度的課題など実践を支える理論的な問題につい
ても言及する。

浅井　継悟（教育学部釧路校准教授）
梅本　宏之（大学院教育学研究科特任教授）
木戸口　正宏（教育学部釧路校講師）
越川　茂樹（教育学部釧路校准教授）
安井　智恵（大学院教育学研究科准教授）

北海道釧路市 6時間 令和3年7月10日 6,000円 110人
令和3年5月4日～
令和3年5月13日

令03-
10002-
100124号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

今日の教育をめぐる状況と様々な課題の基礎的・共通的事
項について検討し、これからの教育の在り方について考察
する。その際、教育現場で直接に必要なスキルや知識だけ
でなく、教育の背景にある社会事象（子供の貧困問題を含
む。）や制度的課題など実践を支える理論的な問題につい
ても言及する。

浅井　継悟（教育学部釧路校准教授）
梅本　宏之（大学院教育学研究科特任教授）
木戸口　正宏（教育学部釧路校講師）
越川　茂樹（教育学部釧路校准教授）
安井　智恵（大学院教育学研究科准教授）

北海道釧路市 6時間 令和3年8月7日 6,000円 110人
令和3年5月4日～
令和3年5月13日

令03-
10002-
100125号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

今日の教育をめぐる状況と様々な課題の基礎的・共通的事
項について検討し、これからの教育の在り方について考察
する。その際、教育現場で直接に必要なスキルや知識だけ
でなく、教育の背景にある社会事象（子供の貧困問題を含
む。）や制度的課題など実践を支える理論的な問題につい
ても言及する。

浅井　継悟（教育学部釧路校准教授）
梅本　宏之（大学院教育学研究科特任教授）
木戸口　正宏（教育学部釧路校講師）
越川　茂樹（教育学部釧路校准教授）
安井　智恵（大学院教育学研究科准教授）

北海道釧路市 6時間 令和3年12月11日 6,000円 110人
令和3年9月20日～
令和3年9月30日

令03-
10002-
100126号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

今日の教育をめぐる状況と様々な課題の基礎的・共通的事
項について検討し、これからの教育の在り方について考察
する。その際、教育現場で直接に必要なスキルや知識だけ
でなく、教育の背景にある社会事象（子供の貧困問題を含
む。）や制度的課題など実践を支える理論的な問題につい
ても言及する。

浅井　継悟（教育学部釧路校准教授）
梅本　宏之（大学院教育学研究科特任教授）
木戸口　正宏（教育学部釧路校講師）
越川　茂樹（教育学部釧路校准教授）
安井　智恵（大学院教育学研究科准教授）

北海道帯広市 6時間 令和3年7月17日 6,000円 100人
令和3年5月4日～
令和3年5月13日

令03-
10002-
100127号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

今日の教育をめぐる状況と様々な課題の基礎的・共通的事
項について検討し、これからの教育の在り方について考察
する。その際、教育現場で直接に必要なスキルや知識だけ
でなく、教育の背景にある社会事象（子供の貧困問題を含
む。）や制度的課題など実践を支える理論的な問題につい
ても言及する。

浅井　継悟（教育学部釧路校准教授）
梅本　宏之（大学院教育学研究科特任教授）
木戸口　正宏（教育学部釧路校講師）
越川　茂樹（教育学部釧路校准教授）
安井　智恵（大学院教育学研究科准教授）

北海道帯広市 6時間 令和3年12月4日 6,000円 100人
令和3年9月20日～
令和3年9月30日

令03-
10002-
100128号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp

4 / 40 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

令和３年度(第２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

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

必修領域として示されている４事項（子供の貧困問題、心の
バリアフリーを含む。）をすべて含む講習内容を設定する。
受講者が現在求められる、より専門的な知識を学ぶととも
に、今日的な教育課題について多角的に理解を深めていく
ことをねらいとする。

北村　博幸（教育学部函館校教授）
木村　育恵（教育学部函館校教授）
杉本　任士（大学院教育学研究科准教授）
三上　清和（大学院教育学研究科特任教授）
林　美都子（教育学部函館校准教授）

北海道函館市 6時間 令和3年7月10日 6,000円 175人
令和3年5月4日～
令和3年5月13日

令03-
10002-
100129号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

必修領域として示されている４事項（子供の貧困問題、心の
バリアフリーを含む。）をすべて含む講習内容を設定する。
受講者が現在求められる、より専門的な知識を学ぶととも
に、今日的な教育課題について多角的に理解を深めていく
ことをねらいとする。

北村　博幸（教育学部函館校教授）
木村　育恵（教育学部函館校教授）
杉本　任士（大学院教育学研究科准教授）
三上　清和（大学院教育学研究科特任教授）
林　美都子（教育学部函館校准教授）

北海道函館市 6時間 令和3年12月4日 6,000円 140人
令和3年9月20日～
令和3年9月30日

令03-
10002-
100130号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.jp

福島大学
【必修】教育・子どもをめぐる変化
と省察

教員としての基礎的な知見として、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、心理学等の観
点からの知識（心のバリアフリー等について）などに触れると
ともに、教育的愛情、倫理観、順法精神など教員として必須
の事項を再確認し、子ども観、教育観等についての省察を
行うことの重要性について考える。また、子どもの生活の変
化をふまえた教育上の課題（消費者教育を含む成年年齢の
引き下げに関する事項等）について考察を行う。

中田　スウラ（人間発達文化学類教授）
富永　美佐子（人間発達文化学類准教授）

福島県福島市 6時間 令和3年6月19日 6,000円 140人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
10014-
100208号

024-548-8110
http://www.fukushima-
u.ac.jp/

福島大学
【必修】教育・子どもを巡る変化と
省察

教員としての基礎的な知見として、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、心理学等の観
点からの知識（心のバリアフリー等について）などに触れると
ともに、教育的愛情、倫理観、順法精神など教員として必須
の事項を再確認し、子ども観、教育観等についての省察を
行うことの重要性について考える。また、子どもの生活の変
化をふまえた教育上の課題（消費者教育を含む成年年齢の
引き下げに関する事項等）について考察を行う。

宗形　潤子（人間発達文化学類附属学校臨床
支援センター教授）
飛田　操（人間発達文化学類教授）

福島県福島市 6時間 令和3年8月21日 6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
10014-
100209号

024-548-8412
http://www.fukushima-
u.ac.jp/

福島大学
【必修】教育・子どもを巡る変化と
省察

教員としての基礎的な知見として、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、心理学等の観
点からの知識（心のバリアフリー等について）などに触れると
ともに、教育的愛情、倫理観、順法精神など教員として必須
の事項を再確認し、子ども観、教育観等についての省察を
行うことの重要性について考える。また、子どもの生活の変
化をふまえた教育上の課題（消費者教育を含む成年年齢の
引き下げに関する事項等）について考察を行う。

宗形　潤子（人間発達文化学類附属学校臨床
支援センター教授）
高谷　理恵子（人間発達文化学類教授）

福島県いわき
市

6時間 令和3年7月10日 6,000円 80人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
10014-
100210号

024-548-8412
http://www.fukushima-
u.ac.jp/
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福島大学
【必修】教育・子どもを巡る変化と
省察

教員としての基礎的な知見として、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、心理学等の観
点からの知識（心のバリアフリー等について）などに触れると
ともに、教育的愛情、倫理観、順法精神など教員として必須
の事項を再確認し、子ども観、教育観等についての省察を
行うことの重要性について考える。また、子どもの生活の変
化をふまえた教育上の課題（消費者教育を含む成年年齢の
引き下げに関する事項等）について考察を行う。

宗形　潤子（人間発達文化学類附属学校臨床
支援センター教授）
木暮　照正（地域創造支援センター教授）

福島県郡山市 6時間 令和3年8月11日 6,000円 140人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
10014-
100211号

024-548-8412
http://www.fukushima-
u.ac.jp/

福島大学
【必修】教育・子どもを巡る変化と
省察

教員としての基礎的な知見として、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、心理学等の観
点からの知識（心のバリアフリー等について）などに触れると
ともに、教育的愛情、倫理観、順法精神など教員として必須
の事項を再確認し、子ども観、教育観等についての省察を
行うことの重要性について考える。また、子どもの生活の変
化をふまえた教育上の課題（消費者教育を含む成年年齢の
引き下げに関する事項等）について考察を行う。

中田　スウラ（人間発達文化学類教授）
住吉　チカ（人間発達文化学類教授）

福島県会津若
松市

6時間 令和3年7月24日 6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
10014-
100212号

024-548-8412
http://www.fukushima-
u.ac.jp/

筑波大学 【必修】教育の最新事情１

同時双方向型（オンライン会議方式）の講習。
講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びます。
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、教育観等について省察します。　ハ　子どもの発
達に関する最新の知見（脳科学、心理学、特別支援教育
等）を学び、子どもの変化について理解を深めます。　ニ　子
どもの生活の変化を踏まえた課題について考えます。

川口　純（人間系　助教）
館　潤二（中央大学　非常勤講師）
野呂　文行（人間系　教授）
佐藤　有耕（人間系　教授）

インターネット 6時間 令和3年6月19日 6,000円 250人
令和3年3月25日～
令和3年4月16日

令03-
10016-
100217号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【必修】教育の最新事情２

同時双方向型（オンライン会議方式）の講習。
講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びます。
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、教育観等について省察します。　ハ　子どもの発
達に関する最新の知見（脳科学、心理学、特別支援教育
等）を学び、子どもの変化について理解を深めます。　ニ　子
どもの生活の変化を踏まえた課題について考えます。

川口　純（人間系　助教）
小山　浩（常葉大学　特任准教授）
三盃　亜美（人間系　助教）
外山　美樹（人間系　准教授）

インターネット 6時間 令和3年7月3日 6,000円 250人
令和3年3月25日～
令和3年4月16日

令03-
10016-
100218号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【必修】教育の最新事情３

同時双方向型（オンライン会議方式）の講習。
講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びます。
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、教育観等について省察します。　ハ　子どもの発
達に関する最新の知見（脳科学、心理学、特別支援教育
等）を学び、子どもの変化について理解を深めます。　ニ　子
どもの生活の変化を踏まえた課題について考えます。

藤井　穂高（人間系　教授）
大野　新（大東文化大学　特任教授）
宮本　昌子（人間系　教授）
菅原　大地（人間系　助教）

インターネット 6時間 令和3年7月17日 6,000円 250人
令和3年3月25日～
令和3年4月16日

令03-
10016-
100219号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/
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筑波大学 【必修】教育の最新事情４

同時双方向型（オンライン会議方式）の講習。
講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びます。
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、教育観等について省察します。　ハ　子どもの発
達に関する最新の知見（脳科学、心理学、特別支援教育
等）を学び、子どもの変化について理解を深めます。　ニ　子
どもの生活の変化を踏まえた課題について考えます。

藤井　穂高（人間系　教授）
小林　美礼（筑波大学附属中学校　教諭）
小島　道生（人間系　准教授）
藤　桂（人間系　准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月17日 6,000円 250人
令和3年3月25日～
令和3年5月28日

令03-
10016-
100220号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

千葉大学
【必修】教育の最新事情（市原セ
ミナー）

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。
なお，本講習は，南房総教育事務所管内の各市町村教育
委員会の管轄する小学校・中学校及び幼稚園に勤務してい
る教員を対象に優先して開講する。

保坂　亨（教育学部教授）
笠井　孝久（教育学部教授）
伊藤　英希（教育学部准教授）
吉田　浩（教育学部准教授）

千葉県市原市 6時間 令和3年6月6日 8,500円 50人
令和3年4月12日～
令和3年4月19日

令03-
10021-
100213号

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

千葉大学
【必修】教育の最新事情（成田セ
ミナー）

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
※「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。
なお，本講習は，北総教育事務所管内の各市町村教育委
員会の管轄する小学校・中学校及び幼稚園に勤務している
教員を対象に優先して開講する。

保坂　亨（教育学部教授）
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）

千葉県成田市 6時間 令和3年6月13日 8,500円 50人
令和3年4月12日～
令和3年4月19日

令03-
10021-
100214号

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

千葉大学
【必修】教育の最新事情（茂原セ
ミナー）

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。
なお，本講習は，東上総教育事務所管内の各市町村教育
委員会の管轄する小学校・中学校及び幼稚園に勤務してい
る教員を対象に優先して開講する。

保坂　亨（教育学部教授）
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）

千葉県茂原市 6時間 令和3年6月20日 8,500円 50人
令和3年4月12日～
令和3年4月19日

令03-
10021-
100215号

043-290-2529
http://menkyokoushin.c
hiba-u.jp/
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令和３年度(第２回)認定
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富山大学
【必修】国内外の教育と子どもに
関する最新事情

以下の事項について講義を行い、最新の知識・技能を修得
し、課題等を理解することで、教員としての資質の向上を目
指す。
・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

増田　美奈（学術研究部教育学系講師）
笹田　茂樹（学術研究部教育学系教授）
児島　博紀（学術研究部教育学系特命講師）
小林　真（学術研究部教育学系教授）
姜　信善（学術研究部教育学系准教授）
近藤　龍彰（学術研究部教育学系講師）

富山県富山市 6時間 令和3年7月31日 6,000円 200人
令和3年6月1日～
令和3年6月17日

令03-
10039-
100196号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【必修】国内外の教育と子どもに
関する最新事情

以下の事項について講義を行い、最新の知識・技能を修得
し、課題等を理解することで、教員としての資質の向上を目
指す。
・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

増田　美奈（学術研究部教育学系講師）
笹田　茂樹（学術研究部教育学系教授）
児島　博紀（学術研究部教育学系特命講師）
小林　真（学術研究部教育学系教授）
姜　信善（学術研究部教育学系准教授）
近藤　龍彰（学術研究部教育学系講師）

富山県富山市 6時間 令和3年8月14日 6,000円 200人
令和3年6月1日～
令和3年6月17日

令03-
10039-
100197号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【必修】国内外の教育と子どもに
関する最新事情

以下の事項について講義を行い、最新の知識・技能を修得
し、課題等を理解することで、教員としての資質の向上を目
指す。
・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

増田　美奈（学術研究部教育学系講師）
笹田　茂樹（学術研究部教育学系教授）
児島　博紀（学術研究部教育学系特命講師）
小林　真（学術研究部教育学系教授）
姜　信善（学術研究部教育学系准教授）
近藤　龍彰（学術研究部教育学系講師）

富山県富山市 6時間 令和3年8月21日 6,000円 200人
令和3年6月1日～
令和3年6月17日

令03-
10039-
100198号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【必修】国内外の教育と子どもに
関する最新事情

以下の事項について講義を行い、最新の知識・技能を修得
し、課題等を理解することで、教員としての資質の向上を目
指す。
・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

増田　美奈（学術研究部教育学系講師）
笹田　茂樹（学術研究部教育学系教授）
児島　博紀（学術研究部教育学系特命講師）
小林　真（学術研究部教育学系教授）
姜　信善（学術研究部教育学系准教授）
近藤　龍彰（学術研究部教育学系講師）

富山県富山市 6時間 令和3年8月28日 6,000円 200人
令和3年6月1日～
令和3年6月17日

令03-
10039-
100199号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

富山大学
【必修】国内外の教育と子どもに
関する最新事情

以下の事項について講義を行い、最新の知識・技能を修得
し、課題等を理解することで、教員としての資質の向上を目
指す。
・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

増田　美奈（学術研究部教育学系講師）
笹田　茂樹（学術研究部教育学系教授）
児島　博紀（学術研究部教育学系特命講師）
小林　真（学術研究部教育学系教授）
姜　信善（学術研究部教育学系准教授）
近藤　龍彰（学術研究部教育学系講師）

富山県富山市 6時間 令和3年11月13日 6,000円 200人
令和3年6月1日～
令和3年6月17日

令03-
10039-
100200号

076-445-6097
https://www.u-
toyama.ac.jp/

金沢大学 【必修】教育の最新事情A

教育の最新事情を考察する。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を考察する。

本所　恵（人間社会研究域学校教育系准教授）
平石　晃樹（人間社会研究域学校教育系准教
授）
武居　渡（人間社会研究域学校教育系教授）
萱原　道春（人間社会研究域学校教育系教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月20日 6,000円 400人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
100247号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp
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金沢大学 【必修】教育の最新事情B

教育の最新事情を考察する。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を考察する。

上森　さくら（人間社会研究域学校教育系准教
授）
芥川　元喜（星稜大学　人間科学部准教授）
佐伯　英明（金城大学　社会福祉学部教授）
米川　祥子（金城大学短期大学部　幼児教育学
科准教授）

石川県輪島市 6時間 令和3年8月17日 6,000円 44人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
100248号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

岐阜大学
【必修】教育の最新事情『幼稚
園』

教育の最新事情として示されたカリキュラム基準に則して、4
つの細目それぞれに対応した講義を以下のように編成す
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」の講義を開講する。オンデマンド型（ インターネット配
信方式）により実施する。

柳沼　良太（大学院教育学研究科　教授）
長倉　守（大学院教育学研究科　准教授）
吉澤　寬之（大学院教育学研究科　准教授）
平澤　紀子（大学院教育学研究科　教授）
出口　和宏（大学院教育学研究科　特任教授）
原　尚（大学院教育学研究科　特任教授）

インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

6,000円 600人
令和3年4月2日～
令和3年5月6日

令03-
10045-
100249号

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

岐阜大学
【必修】教育の最新事情『小学
校』

教育の最新事情として示されたカリキュラム基準に則して、4
つの細目それぞれに対応した講義を以下のように編成す
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」の講義を開講する。オンデマンド型（ インターネット配
信方式）により実施する。

柳沼　良太（大学院教育学研究科　教授）
長倉　守（大学院教育学研究科　准教授）
吉澤　寬之（大学院教育学研究科　准教授）
平澤　紀子（大学院教育学研究科　教授）
出口　和宏（大学院教育学研究科　特任教授）
原　尚（大学院教育学研究科　特任教授）

インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

6,000円 700人
令和3年4月2日～
令和3年5月6日

令03-
10045-
100250号

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

岐阜大学
【必修】教育の最新事情『中学
校』

教育の最新事情として示されたカリキュラム基準に則して、4
つの細目それぞれに対応した講義を以下のように編成す
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」の講義を開講する。オンデマンド型（ インターネット配
信方式）により実施する。

柳沼　良太（大学院教育学研究科　教授）
長倉　守（大学院教育学研究科　准教授）
吉澤　寬之（大学院教育学研究科　准教授）
平澤　紀子（大学院教育学研究科　教授）
出口　和宏（大学院教育学研究科　特任教授）
原　尚（大学院教育学研究科　特任教授）

インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

6,000円 400人
令和3年4月2日～
令和3年5月6日

令03-
10045-
100251号

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

岐阜大学
【必修】教育の最新事情『高等学
校』

教育の最新事情として示されたカリキュラム基準に則して、4
つの細目それぞれに対応した講義を以下のように編成す
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」の講義を開講する。オンデマンド型（ インターネット配
信方式）により実施する。

柳沼　良太（大学院教育学研究科　教授）
長倉　守（大学院教育学研究科　准教授）
吉澤　寬之（大学院教育学研究科　准教授）
平澤　紀子（大学院教育学研究科　教授）
出口　和宏（大学院教育学研究科　特任教授）
原　尚（大学院教育学研究科　特任教授）

インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

6,000円 400人
令和3年4月2日～
令和3年5月6日

令03-
10045-
100252号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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岐阜大学
【必修】教育の最新事情『特別支
援学校』

教育の最新事情として示されたカリキュラム基準に則して、4
つの細目それぞれに対応した講義を以下のように編成す
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」の講義を開講する。オンデマンド型（ インターネット配
信方式）により実施する。

柳沼　良太（大学院教育学研究科　教授）
長倉　守（大学院教育学研究科　准教授）
吉澤　寬之（大学院教育学研究科　准教授）
平澤　紀子（大学院教育学研究科　教授）
出口　和宏（大学院教育学研究科　特任教授）
原　尚（大学院教育学研究科　特任教授）

インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

6,000円 100人
令和3年4月2日～
令和3年5月6日

令03-
10045-
100253号

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

愛知教育大学 【必修】教育の最新事情①

○国の教育政策と世界の教育の動向
○教育・子どもの現在と教職の課題と教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法

竹川　慎哉（教育学部准教授）
釜田　史（教育学部准教授）
黒川　雅幸（教育学部准教授）
弓削　洋子（教育学部教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和3年8月8日 6,000円 200人
令和3年4月10日～

令和3年5月9日

令03-
10049-
100101号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学 【必修】教育の最新事情②

○国の教育政策と世界の教育の動向
○教育・子どもの現在と教職の課題と教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法

大村　惠（教育学部教授）
田久保　清志（教育学部准教授）
小嶋　佳子（教育学部准教授）
中井　大介（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和3年8月17日 6,000円 200人
令和3年4月10日～

令和3年5月9日

令03-
10049-
100102号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

愛知教育大学 【必修】教育の最新事情③

○国の教育政策と世界の教育の動向
○教育・子どもの現在と教職の課題と教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法

片山　悠樹（教育学部准教授）
趙　卿我（教育学部准教授）
石田　靖彦（教育学部准教授）
小嶋　佳子（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 6時間 令和3年8月19日 6,000円 200人
令和3年4月10日～

令和3年5月9日

令03-
10049-
100103号

0566-26-2678
http://www.aichi-
edu.ac.jp/

三重大学

【必修】教育の最新事情１～障が
いのある子どもに対する教育支
援・教育の動向と教員の子ども観
～

【オンデマンド型】「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。

菊池　紀彦（教育学部教授）
大日方　真史（教育学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月16日～
令和3年9月6日

6,000円 130人
令和3年4月2日～
令和3年4月22日

令03-
10052-
100093号

059-231-5520
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【必修】教育の最新事情２～合理
的配慮と障がいのある子どもに
対する教育支援～

【オンデマンド型】「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。

菊池　紀彦（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年7月16日～
令和3年9月6日

6,000円 130人
令和3年4月2日～
令和3年4月22日

令03-
10052-
100094号

059-231-5520
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html
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三重大学
【必修】教育の最新事情３～我が
国の教育課題と教育観について
の省察～

【オンデマンド型】「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。特に、本講習では、
我が国の教育課題を世界の教育の動きや将来に向けての
教育(Society5.0への対応）から考える。また、教員として教
育観についての省察（ふりかえり）を重視する。

須曽野　仁志（教育学研究科教授） インターネット 6時間
令和3年7月16日～
令和3年9月6日

6,000円 180人
令和3年4月2日～
令和3年4月22日

令03-
10052-
100095号

059-231-5520
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【必修】教育の最新事情４～脳科
学や心理学の最新知見を、学校
現場でどう活かすか～

【オンデマンド型】「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。

松浦　直己（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年7月16日～
令和3年9月6日

6,000円 130人
令和3年4月2日～
令和3年4月22日

令03-
10052-
100096号

059-231-5520
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【必修】教育の最新事情５～諸外
国の事情～

【オンデマンド型】「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。

須曽野　仁志（教育学研究科教授）
伊藤　敏子（教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年7月16日～
令和3年9月6日

6,000円 200人
令和3年4月2日～
令和3年4月22日

令03-
10052-
100097号

059-231-5520
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【必修】教育の最新事情６～教員
として学び続け、教育実践を改善
する～

【オンデマンド型】「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。特に、本講習では、
教員として学び続けることの大切さを重視し、授業や学校で
の教育指導等の教育実践をいかに改善するかについて学
んでいく。

須曽野　仁志（教育学研究科教授） インターネット 6時間
令和3年7月16日～
令和3年9月6日

6,000円 180人
令和3年4月2日～
令和3年4月22日

令03-
10052-
100098号

059-231-5520
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

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
－(１)〈ＶＯＤ配信〉

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。）「オンデマンド型」

日渡　円（大学院学校教育研究科教授）
大関　達也（大学院学校教育研究科教授）
坂口　真康（大学院学校教育研究科講師）
安藤　福光（大学院学校教育研究科准教授）
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）
押田　貴久（大学院学校教育研究科准教授）
宇野　宏幸（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8月2日～
令和3年9月30日

6,000円 180人

令和3年4月6日～
令和3年5月5日

(備考　４月６日～４月８
日は，卒業生・修了生

等優先受付期間)

令03-
10060-
100131号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/
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令和３年度(第２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

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
－(２)〈ＶＯＤ配信〉

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。）「オンデマンド型」

日渡　円（大学院学校教育研究科教授）
大関　達也（大学院学校教育研究科教授）
坂口　真康（大学院学校教育研究科講師）
安藤　福光（大学院学校教育研究科准教授）
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）
押田　貴久（大学院学校教育研究科准教授）
宇野　宏幸（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8月2日～
令和3年9月30日

6,000円 180人

令和3年4月6日～
令和3年5月5日

(備考　４月６日～４月８
日は，卒業生・修了生

等優先受付期間)

令03-
10060-
100132号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.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
－(３)〈ＶＯＤ配信〉

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。）「オンデマンド型」

日渡　円（大学院学校教育研究科教授）
大関　達也（大学院学校教育研究科教授）
坂口　真康（大学院学校教育研究科講師）
安藤　福光（大学院学校教育研究科准教授）
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）
押田　貴久（大学院学校教育研究科准教授）
宇野　宏幸（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8月2日～
令和3年9月30日

6,000円 180人

令和3年4月6日～
令和3年5月5日

(備考　４月６日～４月８
日は，卒業生・修了生

等優先受付期間)

令03-
10060-
100133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）〈ＶＯＤ配信〉

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。「オンデマン
ド型」

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8月2日～
令和3年9月30日

6,000円 80人

令和3年4月6日～
令和3年5月5日

(備考　４月６日～４月８
日は，卒業生・修了生

等優先受付期間)

令03-
10060-
100134号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/
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令和３年度(第２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

山口大学 【必修】学校教育の現状と課題

「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、心理学等の最新の知見（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
つの視点から学校教育の「今」を概観し、教育の現状と課題
の理解を目指す。本講習では,上記４つの項目を網羅的に取
り扱う必要があるため、概説的内容となる。個別の教育課題
については、別途、選択必修領域等の講習で取り扱う。

生嶌　亜樹子（教育学部准教授）
伊藤　一統（宇部フロンティア大学短期大学部
保育学科教授）
押江　隆（教育学部准教授）
恒吉　徹三（教育学部教授）
佐々木　司（教育学部教授）
中谷　仁美（教育学部准教授）
白石　敏行（教育学部教授）
熊井　将太（教育学部准教授）
松田　靖（教育学研究科特命教授）
吉鶴　修（教育学研究科特命教授）
小野　史典（教育学部准教授）
田邉　恒美（教職センター特命教授）
福田　修（教育学部教授）
須藤　邦彦（教育学部准教授）
田邊　敏明（教育学部教授）

山口県山口市 6時間 令和3年7月3日 6,000円 175人
令和3年4月2日～
令和3年4月10日

令03-
10070-
100176号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【必修】幼児教育の現状と課題

「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、心理学等の最新の知見（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
つの視点から幼児教育の「今」を概観し，教育の現状と課題
の理解を目指す。本講習では，主な受講対象として幼稚園
教諭等を想定し，幼児教育に関連した事例を多く取り上げ
る。

生嶌　亜樹子（教育学部准教授）
白石　敏行（教育学部教授）

山口県山口市 6時間 令和3年7月11日 6,000円 100人
令和3年4月2日～
令和3年4月10日

令03-
10070-
100177号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html
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令和３年度(第２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

山口大学 【必修】学校教育の現状と課題

「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、心理学等の最新の知見（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
つの視点から学校教育の「今」を概観し、教育の現状と課題
の理解を目指す。本講習では,上記４つの項目を網羅的に取
り扱う必要があるため、概説的内容となる。個別の教育課題
については、別途、選択必修領域等の講習で取り扱う。

生嶌　亜樹子（教育学部准教授）
伊藤　一統（宇部フロンティア大学短期大学部
保育学科教授）
押江　隆（教育学部准教授）
恒吉　徹三（教育学部教授）
佐々木　司（教育学部教授）
中谷　仁美（教育学部准教授）
白石　敏行（教育学部教授）
熊井　将太（教育学部准教授）
松田　靖（教育学研究科特命教授）
吉鶴　修（教育学研究科特命教授）
小野　史典（教育学部准教授）
田邉　恒美（教職センター特命教授）
福田　修（教育学部教授）
須藤　邦彦（教育学部准教授）
田邊　敏明（教育学部教授）

山口県山口市 6時間 令和3年7月24日 6,000円 175人
令和3年5月21日～
令和3年5月29日

令03-
10070-
100178号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

山口大学 【必修】学校教育の現状と課題

「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、心理学等の最新の知見（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
つの視点から学校教育の「今」を概観し、教育の現状と課題
の理解を目指す。本講習では,上記４つの項目を網羅的に取
り扱う必要があるため、概説的内容となる。個別の教育課題
については、別途、選択必修領域等の講習で取り扱う。

生嶌　亜樹子（教育学部准教授）
伊藤　一統（宇部フロンティア大学短期大学部
保育学科教授）
押江　隆（教育学部准教授）
恒吉　徹三（教育学部教授）
佐々木　司（教育学部教授）
中谷　仁美（教育学部准教授）
白石　敏行（教育学部教授）
熊井　将太（教育学部准教授）
松田　靖（教育学研究科特命教授）
吉鶴　修（教育学研究科特命教授）
小野　史典（教育学部准教授）
田邉　恒美（教職センター特命教授）
福田　修（教育学部教授）
須藤　邦彦（教育学部准教授）
田邊　敏明（教育学部教授）

山口県山口市 6時間 令和3年7月31日 6,000円 175人
令和3年5月21日～
令和3年5月29日

令03-
10070-
100179号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html
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令和３年度(第２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

山口大学 【必修】学校教育の現状と課題

「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、心理学等の最新の知見（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
つの視点から学校教育の「今」を概観し、教育の現状と課題
の理解を目指す。本講習では,上記４つの項目を網羅的に取
り扱う必要があるため、概説的内容となる。個別の教育課題
については、別途、選択必修領域等の講習で取り扱う。

生嶌　亜樹子（教育学部准教授）
伊藤　一統（宇部フロンティア大学短期大学部
保育学科教授）
押江　隆（教育学部准教授）
恒吉　徹三（教育学部教授）
佐々木　司（教育学部教授）
中谷　仁美（教育学部准教授）
白石　敏行（教育学部教授）
熊井　将太（教育学部准教授）
松田　靖（教育学研究科特命教授）
吉鶴　修（教育学研究科特命教授）
小野　史典（教育学部准教授）
田邉　恒美（教職センター特命教授）
福田　修（教育学部教授）
須藤　邦彦（教育学部准教授）
田邊　敏明（教育学部教授）

山口県山口市 6時間 令和3年12月12日 6,000円 175人
令和3年9月24日～
令和3年10月2日

令03-
10070-
100180号

083-933-5056
http://www.yamaguchi-
u.ac.jp/institute/_5397/
_5620.html

鳴門教育大学 【必修】教育の最新事情

教育の最新事情の４つの柱である「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」を専門領域に近い講師を配置
し、実践的・専門的な内容を提供するとともに、受講者の教
育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかける講習をオンデマ
ンド型にて実施する。

石坂　広樹（大学院学校教育研究科准教授），
石村　雅雄（大学院学校教育研究科准教授），
大林　正史（大学院学校教育研究科准教授），
木下　光二（大学院学校教育研究科教授），塩
路　晶子（大学院学校教育研究科准教授），芝
山　明義（大学院学校教育研究科准教授），木
村　直子（大学院学校教育研究科准教授），高
橋　眞琴（大学院学校教育研究科教授），高原
光恵（大学院学校教育研究科准教授），田中
淳一（大学院学校教育研究科教授），浜崎　隆
司（大学院学校教育研究科教授），皆川　直凡
（大学院学校教育研究科教授），内田　香奈子
（大学院学校教育研究科准教授），末内　佳代
（大学院学校教育研究科教授），田村　隆宏（大
学院学校教育研究科教授），古川　洋和（大学
院学校教育研究科講師）

インターネット 6時間 令和3年7月3日 6,000円 120人
令和3年4月2日～
令和3年4月15日

令03-
10072-
100173号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp
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令和３年度(第２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

鳴門教育大学 【必修】教育の最新事情

教育の最新事情の４つの柱である「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」を専門領域に近い講師を配置
し、実践的・専門的な内容を提供するとともに、受講者の教
育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかける講習をオンデマ
ンド型にて実施する。

石坂　広樹（大学院学校教育研究科准教授），
石村　雅雄（大学院学校教育研究科准教授），
大林　正史（大学院学校教育研究科准教授），
木下　光二（大学院学校教育研究科教授），塩
路　晶子（大学院学校教育研究科准教授），芝
山　明義（大学院学校教育研究科准教授），木
村　直子（大学院学校教育研究科准教授），高
橋　眞琴（大学院学校教育研究科教授），高原
光恵（大学院学校教育研究科准教授），田中
淳一（大学院学校教育研究科教授），浜崎　隆
司（大学院学校教育研究科教授），皆川　直凡
（大学院学校教育研究科教授），内田　香奈子
（大学院学校教育研究科准教授），末内　佳代
（大学院学校教育研究科教授），田村　隆宏（大
学院学校教育研究科教授），古川　洋和（大学
院学校教育研究科講師）

インターネット 6時間 令和3年8月7日 6,000円 120人
令和3年4月2日～
令和3年4月15日

令03-
10072-
100174号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学 【必修】教育の最新事情

教育の最新事情の４つの柱である「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」を専門領域に近い講師を配置
し、実践的・専門的な内容を提供するとともに、受講者の教
育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかける講習をオンデマ
ンド型にて実施する。

石坂　広樹（大学院学校教育研究科准教授），
石村　雅雄（大学院学校教育研究科准教授），
大林　正史（大学院学校教育研究科准教授），
木下　光二（大学院学校教育研究科教授），塩
路　晶子（大学院学校教育研究科准教授），芝
山　明義（大学院学校教育研究科准教授），木
村　直子（大学院学校教育研究科准教授），高
橋　眞琴（大学院学校教育研究科教授），高原
光恵（大学院学校教育研究科准教授），田中
淳一（大学院学校教育研究科教授），浜崎　隆
司（大学院学校教育研究科教授），皆川　直凡
（大学院学校教育研究科教授），内田　香奈子
（大学院学校教育研究科准教授），末内　佳代
（大学院学校教育研究科教授），田村　隆宏（大
学院学校教育研究科教授），古川　洋和（大学
院学校教育研究科講師）

インターネット 6時間 令和3年10月23日 6,000円 120人
令和3年4月2日～
令和3年4月15日

令03-
10072-
100175号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

香川大学 【必修】1)教育の最新事情

午前と午後に分けて２名の講師が担当する。午前は主に、
国の教育政策、世界の教育の動向、子ども観・教育観等に
ついての省察を取り上げる。午後は主に、子どもの発達に
関する心理学の最新知見、特別支援教育に関する新たな
課題、子どもの生活を踏まえた課題を取り上げる。午前およ
び午後の講習をとおして、教員として知っておくべき教育の
最新事情とともに、日々の実践に活かすことができる最新の
見方・考え方を提供する。

毛利　猛（教育学部  教授）
坂井　聡（教育学部  教授）

香川県木田郡
三木町

6時間 令和3年6月20日 6,000円 100人
令和3年3月29日～
令和3年4月25日

令03-
10073-
100155号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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令和３年度(第２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

香川大学 【必修】2)教育の最新事情

午前と午後に分けて２名の講師が担当する。午前は主に、
国の教育政策、世界の教育の動向、子ども観・教育観等に
ついての省察を取り上げる。午後は主に、子どもの発達に
関する心理学の最新知見、特別支援教育に関する新たな
課題、子どもの生活を踏まえた課題を取り上げる。午前およ
び午後の講習をとおして、教員として知っておくべき教育の
最新事情とともに、日々の実践に活かすことができる最新の
見方・考え方を提供する。

小方　直幸（教育学部  准教授）
大久保　智生（教育学部  准教授）

香川県高松市 6時間 令和3年7月18日 6,000円 120人
令和3年3月29日～
令和3年4月25日

令03-
10073-
100156号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【必修】3)教育の最新事情

午前と午後に分けて２名の講師が担当する。午前は主に、
国の教育政策、世界の教育の動向、子ども観・教育観等に
ついての省察を取り上げる。午後は主に、子どもの発達に
関する心理学の最新知見、特別支援教育に関する新たな
課題、子どもの生活を踏まえた課題を取り上げる。午前およ
び午後の講習をとおして、教員として知っておくべき教育の
最新事情とともに、日々の実践に活かすことができる最新の
見方・考え方を提供する。

山岸　知幸（教育学部  教授）
橋本　忠行（医学部  教授）

香川県高松市 6時間 令和3年7月31日 6,000円 120人
令和3年3月29日～
令和3年4月25日

令03-
10073-
100157号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【必修】4)教育の最新事情

午前と午後に分けて２名の講師が担当する。午前は主に、
国の教育政策、世界の教育の動向、子ども観・教育観等に
ついての省察を取り上げる。午後は主に、子どもの発達に
関する心理学の最新知見、特別支援教育に関する新たな
課題、子どもの生活を踏まえた課題を取り上げる。午前およ
び午後の講習をとおして、教員として知っておくべき教育の
最新事情とともに、日々の実践に活かすことができる最新の
見方・考え方を提供する。

山岸　知幸（教育学部  教授）
大久保　智生（教育学部  准教授）

香川県高松市 6時間 令和3年8月8日 6,000円 100人
令和3年3月29日～
令和3年4月25日

令03-
10073-
100158号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【必修】5)教育の最新事情

午前と午後に分けて２名の講師が担当する。午前は主に、
国の教育政策、世界の教育の動向、子ども観・教育観等に
ついての省察を取り上げる。午後は主に、子どもの発達に
関する心理学の最新知見、特別支援教育に関する新たな
課題、子どもの生活を踏まえた課題を取り上げる。午前およ
び午後の講習をとおして、教員として知っておくべき教育の
最新事情とともに、日々の実践に活かすことができる最新の
見方・考え方を提供する。

松井　剛太（教育学部  准教授）
山本　木ノ実（大学院教育学研究科  教授）

香川県高松市 6時間 令和3年8月9日 6,000円 120人
令和3年3月29日～
令和3年4月25日

令03-
10073-
100159号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 【必修】6)教育の最新事情

午前と午後に分けて２名の講師が担当する。午前は主に、
国の教育政策、世界の教育の動向、子ども観・教育観等に
ついての省察を取り上げる。午後は主に、子どもの発達に
関する心理学の最新知見、特別支援教育に関する新たな
課題、子どもの生活を踏まえた課題を取り上げる。午前およ
び午後の講習をとおして、教員として知っておくべき教育の
最新事情とともに、日々の実践に活かすことができる最新の
見方・考え方を提供する。

櫻井　佳樹（教育学部  教授）
岡田　涼（教育学部　准教授）

香川県高松市 6時間 令和3年8月22日 6,000円 120人
令和3年3月29日～
令和3年4月25日

令03-
10073-
100160号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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令和３年度(第２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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香川大学 【必修】7)教育の最新事情

午前と午後に分けて２名の講師が担当する。午前は主に、
国の教育政策、世界の教育の動向、子ども観・教育観等に
ついての省察を取り上げる。午後は主に、子どもの発達に
関する心理学の最新知見、特別支援教育に関する新たな
課題、子どもの生活を踏まえた課題を取り上げる。午前およ
び午後の講習をとおして、教員として知っておくべき教育の
最新事情とともに、日々の実践に活かすことができる最新の
見方・考え方を提供する。

柳澤　良明（大学院教育学研究科　教授）
橋本　忠行（医学部  教授）

香川県高松市 6時間 令和3年9月26日 6,000円 70人
令和3年3月29日～
令和3年4月25日

令03-
10073-
100161号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/

愛媛大学 【必修】教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，国内だけで
なく海外の動向も踏まえて客観的かつ具体的に理解すると
ともに，教員としての使命，役割等を改めて考察する。また，
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を様々な事例の学習を通して理
解するとともに，自己の実践を省察する。

白松　賢（大学院教育学研究科教授）
太田　佳光（教育学部特命教授）
橋本　巌（大学院教育学研究科教授）
富田　英司（教育学部准教授）
相模　健人（教育学部准教授）
髙橋　平德（教育・学生支援機構准教授）

愛媛県松山市 6時間 令和3年7月17日 6,000円 200人
令和3年4月9日～
令和3年5月6日

令03-
10074-
100140号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【必修】教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，国内だけで
なく海外の動向も踏まえて客観的かつ具体的に理解すると
ともに，教員としての使命，役割等を改めて考察する。また，
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を様々な事例の学習を通して理
解するとともに，自己の実践を省察する。

白松　賢（大学院教育学研究科教授）
太田　佳光（教育学部特命教授）
橋本　巌（大学院教育学研究科教授）
富田　英司（教育学部准教授）
相模　健人（教育学部准教授）
髙橋　平德（教育・学生支援機構准教授）

愛媛県松山市 6時間 令和3年7月18日 6,000円 200人
令和3年4月9日～
令和3年5月6日

令03-
10074-
100141号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【必修】教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，国内だけで
なく海外の動向も踏まえて客観的かつ具体的に理解すると
ともに，教員としての使命，役割等を改めて考察する。また，
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を様々な事例の学習を通して理
解するとともに，自己の実践を省察する。

白松　賢（大学院教育学研究科教授）
太田　佳光（教育学部特命教授）
橋本　巌（大学院教育学研究科教授）
富田　英司（教育学部准教授）
相模　健人（教育学部准教授）
髙橋　平德（教育・学生支援機構准教授）

愛媛県松山市 6時間 令和3年7月31日 6,000円 200人
令和3年4月9日～
令和3年5月6日

令03-
10074-
100142号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【必修】教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，国内だけで
なく海外の動向も踏まえて客観的かつ具体的に理解すると
ともに，教員としての使命，役割等を改めて考察する。また，
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を様々な事例の学習を通して理
解するとともに，自己の実践を省察する。

白松　賢（大学院教育学研究科教授）
太田　佳光（教育学部特命教授）
橋本　巌（大学院教育学研究科教授）
富田　英司（教育学部准教授）
相模　健人（教育学部准教授）
髙橋　平德（教育・学生支援機構准教授）

愛媛県松山市 6時間 令和3年8月21日 6,000円 100人
令和3年4月9日～
令和3年5月6日

令03-
10074-
100143号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/
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令和３年度(第２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

愛媛大学 【必修】教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，国内だけで
なく海外の動向も踏まえて客観的かつ具体的に理解すると
ともに，教員としての使命，役割等を改めて考察する。また，
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を様々な事例の学習を通して理
解するとともに，自己の実践を省察する。なお，講義は受講
期間中であればいつでも視聴できるオンデマンド型で実施
する。

白松　賢（大学院教育学研究科教授）
太田　佳光（教育学部特命教授）
橋本　巌（大学院教育学研究科教授）
富田　英司（教育学部准教授）
相模　健人（教育学部准教授）
髙橋　平德（教育・学生支援機構准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和3年8月19日

6,000円 400人
令和3年4月9日～
令和3年5月6日

令03-
10074-
100144号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【必修】教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，国内だけで
なく海外の動向も踏まえて客観的かつ具体的に理解すると
ともに，教員としての使命，役割等を改めて考察する。また，
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を様々な事例の学習を通して理
解するとともに，自己の実践を省察する。なお，講義は受講
期間中であればいつでも視聴できるオンデマンド型で実施
する。

白松　賢（大学院教育学研究科教授）
太田　佳光（教育学部特命教授）
橋本　巌（大学院教育学研究科教授）
富田　英司（教育学部准教授）
相模　健人（教育学部准教授）
髙橋　平德（教育・学生支援機構准教授）

インターネット 6時間
令和3年11月2日～
令和3年12月2日

6,000円 100人
令和3年4月9日～
令和3年5月6日

令03-
10074-
100145号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

藤中　隆久（大学院教育学研究科）
仲田　陽一（元熊本大学教育学部教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年6月12日 6,000円 60人
令和3年4月2日～
令和3年4月15日

令03-
10081-
100224号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

古田　弘子（大学院教育学研究科教授）
中島　徹（元熊本県立菊池支援学校校長）

熊本県阿蘇市 6時間 令和3年6月19日 6,000円 60人
令和3年4月2日～
令和3年4月15日

令03-
10081-
100225号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

仲田　陽一（元熊本大学教育学部教授）
緒方　宏明（九州ルーテル学院大学　教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年7月3日 6,000円 60人
令和3年4月2日～
令和3年4月30日

令03-
10081-
100226号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

古田　弘子（大学院教育学研究科教授）
柴田　賢一（尚絅大学短期大学部　教授）

熊本県八代市 6時間 令和3年7月10日 6,000円 60人
令和3年4月2日～
令和3年4月30日

令03-
10081-
100227号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/
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令和３年度(第２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

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

藤井　美保（大学院教育学研究科准教授）
栗川　直子（尚絅大学短期大学部　准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年7月17日 6,000円 60人
令和3年4月2日～
令和3年4月30日

令03-
10081-
100228号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

藤中　隆久（大学院教育学研究科教授）
東谷　孝一（熊本保健科学大学　教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年7月24日 6,000円 60人
令和3年4月2日～
令和3年4月30日

令03-
10081-
100229号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

瀧本　知加（東海大学　准教授）
古田　弘子（大学院教育学研究科教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年7月31日 6,000円 60人
令和3年4月2日～
令和3年4月30日

令03-
10081-
100230号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

藤中　隆久（大学院教育学研究科教授）
黒山　竜太（大学院教育学研究科准教授）

熊本県八代市 6時間 令和3年8月1日 6,000円 60人
令和3年4月2日～
令和3年5月31日

令03-
10081-
100231号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

藤中　隆久（大学院教育学研究科教授）
安村　由希子（尚絅大学短期大学部　准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月18日 6,000円 60人
令和3年4月2日～
令和3年5月31日

令03-
10081-
100232号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

黒山　竜太（大学院教育学研究科准教授）
藤井　美保（大学院教育学研究科准教授）

熊本県天草市 6時間 令和3年8月21日 6,000円 60人
令和3年4月2日～
令和3年5月31日

令03-
10081-
100233号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

白石　陽一（大学院教育学研究科准教授）
東谷　孝一（熊本保健科学大学　教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月25日 6,000円 60人
令和3年4月2日～
令和3年5月31日

令03-
10081-
100234号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/
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令和３年度(第２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

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

白石　陽一（大学院教育学研究科准教授）
小川内　哲生（尚絅大学短期大学部　教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月29日 6,000円 60人
令和3年4月2日～
令和3年5月31日

令03-
10081-
100235号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

苫野　一徳（大学院教育学研究科准教授）
緒方　宏明（九州ルーテル学院大学　教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年9月5日 6,000円 60人
令和3年5月17日～
令和3年6月30日

令03-
10081-
100236号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

苫野　一徳（大学院教育学研究科准教授）
黒山　竜太（大学院教育学研究科准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年9月19日 6,000円 60人
令和3年5月17日～
令和3年6月30日

令03-
10081-
100237号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

高岸　幸弘（大学院人文社会科学研究部准教
授）
水間　宗幸（九州看護福祉大学　専任講師）

熊本県熊本市 6時間 令和3年10月3日 6,000円 60人
令和3年5月17日～
令和3年7月31日

令03-
10081-
100238号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

熊本大学 【必修】教育の最新事情

イ）国の教育施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

瀧本　知加（東海大学　准教授）
高岸　幸弘（大学院人文社会科学研究部准教
授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年10月16日 6,000円 60人
令和3年5月17日～
令和3年7月31日

令03-
10081-
100239号

096-342-2503
https://www.kumamoto
-u.ac.jp/

宮崎大学 【必修】教育の最新事情

教員としての子ども観、教育観について省察する。また、子
どもの生活の変化を踏まえた新たな発達課題への対応およ
び適切な指導のあり方、国の教育政策や世界の教育の動
向、ならびに、特別支援教育に関する新たな課題を交え、子
どもの発達に関する心理学等における最新の知見について
理解する。こうした現代の学校教育の必須の諸課題につい
て、各分野の専門教員が講義する。

湯田　拓史（大学院教育学研究科准教授）
遠藤　宏美（教育学部准教授）
椋木　香子（大学院教育学研究科教授）
境　泉洋（教育学部准教授）
髙橋　高人（教育学部准教授）
中井　靖（教育学部准教授）
半田　健（教育学部講師）
盛満　弥生（教育学部准教授）
竹内　元（大学院教育学研究科准教授）
深見　奨平（教育学部講師）
尾之上　高哉（教育学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年7月25日 6,000円 160人
令和3年4月10日～
令和3年4月26日

令03-
10083-
100111号

0985-58-7132
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/
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令和３年度(第２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

宮崎大学 【必修】教育の最新事情

教員としての子ども観、教育観について省察する。また、子
どもの生活の変化を踏まえた新たな発達課題への対応およ
び適切な指導のあり方、国の教育政策や世界の教育の動
向、ならびに、特別支援教育に関する新たな課題を交え、子
どもの発達に関する心理学等における最新の知見について
理解する。こうした現代の学校教育の必須の諸課題につい
て、各分野の専門教員が講義する。

湯田　拓史（大学院教育学研究科准教授）
遠藤　宏美（教育学部准教授）
椋木　香子（大学院教育学研究科教授）
境　泉洋（教育学部准教授）
髙橋　高人（教育学部准教授）
中井　靖（教育学部准教授）
半田　健（教育学部講師）
盛満　弥生（教育学部准教授）
竹内　元（大学院教育学研究科准教授）
深見　奨平（教育学部講師）
尾之上　高哉（教育学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年7月31日 6,000円 160人
令和3年4月10日～
令和3年4月26日

令03-
10083-
100112号

0985-58-7132
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学 【必修】教育の最新事情

教員としての子ども観、教育観について省察する。また、子
どもの生活の変化を踏まえた新たな発達課題への対応およ
び適切な指導のあり方、国の教育政策や世界の教育の動
向、ならびに、特別支援教育に関する新たな課題を交え、子
どもの発達に関する心理学等における最新の知見について
理解する。こうした現代の学校教育の必須の諸課題につい
て、各分野の専門教員が講義する。

湯田　拓史（大学院教育学研究科准教授）
遠藤　宏美（教育学部准教授）
椋木　香子（大学院教育学研究科教授）
境　泉洋（教育学部准教授）
髙橋　高人（教育学部准教授）
中井　靖（教育学部准教授）
半田　健（教育学部講師）
盛満　弥生（教育学部准教授）
竹内　元（大学院教育学研究科准教授）
深見　奨平（教育学部講師）
尾之上　高哉（教育学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年8月1日 6,000円 160人
令和3年4月10日～
令和3年4月26日

令03-
10083-
100113号

0985-58-7132
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学 【必修】教育の最新事情

教員としての子ども観、教育観について省察する。また、子
どもの生活の変化を踏まえた新たな発達課題への対応およ
び適切な指導のあり方、国の教育政策や世界の教育の動
向、ならびに、特別支援教育に関する新たな課題を交え、子
どもの発達に関する心理学等における最新の知見について
理解する。こうした現代の学校教育の必須の諸課題につい
て、各分野の専門教員が講義する。

湯田　拓史（大学院教育学研究科准教授）
遠藤　宏美（教育学部准教授）
椋木　香子（大学院教育学研究科教授）
境　泉洋（教育学部准教授）
髙橋　高人（教育学部准教授）
中井　靖（教育学部准教授）
半田　健（教育学部講師）
盛満　弥生（教育学部准教授）
竹内　元（大学院教育学研究科准教授）
深見　奨平（教育学部講師）
尾之上　高哉（教育学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年8月19日 6,000円 160人
令和3年4月10日～
令和3年4月26日

令03-
10083-
100114号

0985-58-7132
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/
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宮崎大学 【必修】教育の最新事情

教員としての子ども観、教育観について省察する。また、子
どもの生活の変化を踏まえた新たな発達課題への対応およ
び適切な指導のあり方、国の教育政策や世界の教育の動
向、ならびに、特別支援教育に関する新たな課題を交え、子
どもの発達に関する心理学等における最新の知見について
理解する。こうした現代の学校教育の必須の諸課題につい
て、各分野の専門教員が講義する。

湯田　拓史（大学院教育学研究科准教授）
遠藤　宏美（教育学部准教授）
椋木　香子（大学院教育学研究科教授）
境　泉洋（教育学部准教授）
髙橋　高人（教育学部准教授）
中井　靖（教育学部准教授）
半田　健（教育学部講師）
盛満　弥生（教育学部准教授）
竹内　元（大学院教育学研究科准教授）
深見　奨平（教育学部講師）
尾之上　高哉（教育学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年8月20日 6,000円 160人
令和3年4月10日～
令和3年4月26日

令03-
10083-
100115号

0985-58-7132
http://www.of.miyazaki
-u.ac.jp/menkyo/

高崎経済大学 【必修】教育の最新事情

教職に関する最新動向の理解を深化させるため、大学内外
の専門家が、講義形式で下記の諸項目の解説と資料分析、
事例紹介を行う。
〇国の教育政策や世界の教育の動向
〇教員としての子ども観、教育観等についての省察
〇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
〇子どもの生活の変化を踏まえた課題

吉原　美那子（地域政策学部准教授）
木下　まゆみ（経済学部教授）
田口　哲男（学校法人平方学園明和学園短期
大学　学園参与・教授）
石川　京子（特定非営利活動法人リンケージ
理事長）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月16日 4,800円 200人
令和3年4月13日～
令和3年4月26日

令03-
20019-
100137号

027-344-6264 http://www.tcue.ac.jp/

大阪市立大学
【必修】教育の最新事情に関する
事項

文部科学省の定める4事項、8細目を網羅しつつそれらを再
構成し、国の教育政策、世界の教育の動向、子ども観、教
育観等についての省察、教育的愛情・倫理観・遵法精神そ
の他教員に対する社会的要請の強い事柄、子どもの発達に
関する脳科学・心理学等の最新知見に基づく内容、特別支
援教育に関する新たな課題（LD、ADHD等）、カウンセリング
マインドの必要性、などについて多角的に講義する。

森　久佳（大学院文学研究科准教授）
辻野　けんま（大学院文学研究科准教授）
山本　暁生（大阪医科大学　看護学部助教）
三船　直子（大学院生活科学研究科教授）
羽下　飛鳥（大学院生活科学研究科特任助教）

大阪府大阪市 6時間 令和3年8月9日 6,000円 170人
令和3年5月17日～

令和3年6月4日

令03-
20059-
100092号

06-6605-3258
https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

宮崎公立大学
【必修】教育政策の動向と現代教
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」「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。

野﨑　秀正（人文学部・准教授）
曽我　文敏（人文学部・客員教授）
髙野　美智子（医療法人隆徳会鶴田病院　臨床
心理士）
永井　敬雄（宮崎県教育庁　教育政策課・課長
補佐）

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年8月8日 6,000円 100人
令和3年3月27日～
令和3年4月30日

令03-
20089-
100150号

0985-20-2213
(内線： 2112)

https://www.miyazaki-
mu.ac.jp/

北翔大学 【必修】教育の最新事情

教員として必要な資質能力が維持されるよう、最新の知識
技能を身につけ、自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊
敬と信頼を得るために、教職についての省察並びに子ども
の変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協
力に関する理解について解説します。

佐藤　至英（生涯スポーツ学部教授）
西村　貴之（生涯スポーツ学部准教授）
澤　聡一（教育文化学部准教授）
杉浦　勉（教育文化学部講師）

北海道江別市 6時間 令和3年8月7日 6,000円 120人
令和3年4月19日～
令和3年5月12日

令03-
30014-
100216号

011-387-4082
https://www.hokusho-
u.ac.jp/
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郡山女子大学 【必修】教育の最新事情

当講習では、①国の教育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、③子どもの発達に関する近年
の科学的知見（特別支援教育、心のバリアフリーを含む）④
子どもの生活習慣の変化を踏まえた新たな対応としての生
徒指導（子どもの貧困問題を含む）について講義を行いま
す。なお、当講習は、中高の教諭が標準対象ですが、小学
校教諭の受講も可能です。

関川　悦雄（家政学部教授）
山上　裕子（短期大学部 幼児教育学科准教授）
垣花　真一郎（明治学院大学　心理学部准教
授）
泉　秀生（東京都市大学　人間科学部准教授）

福島県郡山市 6時間 令和3年8月2日 6,000円 60人
令和3年4月5日～
令和3年4月16日

令03-
30057-
100172号

024-932-4848
http://www.koriyama-
kgc.ac.jp/

作新学院大学
【必修】学校と子どもをめぐる教育
の最新事情と発達の保障・支援
の方法

教育・保育政策の現状、教育の最新動向、そして最新の学
習指導要領や幼稚園教育要領の内容を踏まえて、幼・小・
中・高・特支の各学校種における授業のあり方などを概説す
る。続いて、近年とみにその必要性が指摘されてきている教
育相談と特別支援教育についても、統計資料を踏まえて概
説する。さらに、生徒指導上の留意点や子どもへの向き合
い方について、理論的・実践的に考えていくようにする。本
講習はインターネットを用いた講習となり、講義はオンデマ
ンド型、質問への回答は同時双方向型で行う。講義は8/6
のみ、質問への回答は同時双方向型で当日行い、8/6～
8/16は試験期間とする。

西谷　健次（人間文化学部教授）
川原　健太郎（人間文化学部准教授）
野村　勝彦（人間文化学部特任教授）
山本　詩織（作新学院大学女子短期大学部幼
児教育科講師）

インターネット 6時間
令和3年8月6日～
令和3年8月16日

6,000円 80人
令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
30069-
100271号

028-670-3642
(内線： 2041)

http://www.sakushin-
u.ac.jp

女子栄養大学 【必修】教育の最新事情

わが国の教育政策と各国の教職に関する最新の情報に基
づく講義を通して教職について省察する。次に子どもの発達
に関する最新の知見を講義し、特別支援教育の新たな課題
についても視野を広げる。さらに急激に変化している子ども
の生活の現状をふまえた課題について講義し、生徒指導の
あり方等について考察する。（本講習は、動画を視聴するオ
ンデマンド型で実施する。）

木村　浩則（文京学院大学　教授）
田中　みどり（栄養学部　教授）
増田　謙太郎（東京学芸大学教職大学院　准教
授）

インターネット 6時間
令和3年7月23日～
令和3年8月6日

6,000円 200人
令和3年3月16日～
令和3年6月30日

令03-
30092-
100088号

049-284-3291
(内線： 3655)

https://www.eiyo.ac.jp/

駿河台大学 【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、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。

近藤　育代（心理学部准教授）
鵜海　未祐子（スポーツ科学部・現代文化学部
講師）

埼玉県飯能市 6時間 令和3年8月5日 6,000円 35人
令和3年3月16日～
令和3年6月22日

令03-
30093-
100109号

042-972-1110
http://www.surugadai.a
c.jp/

文教大学 【必修】教育の最新事情

本学は、平成21（2009）年度から教員免許状更新講習を開
始し、多くの成果を挙げることができた。この実績を踏まえ
て、必修領域を①国の教育政策や世界の教育の動向、②
教員としての子ども観、教育観等についての省察、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、の4領域で構成し実施する。なお、修了認
定試験は、筆記による総合的な問題を講習の最後の時間に
実施する。

手嶋　將博（教育学部教授）
太郎良　信（教育学部教授）
会沢　信彦（教育学部教授）
葉養　正明（元教育学部教授）
加藤　理（教育学部教授）
谷口　清（元人間科学部教授）
桑原　千明（教育学部講師）
小野里　美帆（教育学部教授）

埼玉県越谷市 6時間 令和3年8月7日 6,000円 120人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
30105-
100258号

048-974-8811
(内線： 1812)

http://www.bunkyo.ac.j
p/
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文教大学 【必修】教育の最新事情

本学は、平成21（2009）年度から教員免許状更新講習を開
始し、多くの成果を挙げることができた。この実績を踏まえ
て、必修領域を①国の教育政策や世界の教育の動向、②
教員としての子ども観、教育観等についての省察、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、の4領域で構成し実施する。なお、修了認
定試験は、筆記による総合的な問題を講習の最後の時間に
実施する。

手嶋　將博（教育学部教授）
太郎良　信（教育学部教授）
会沢　信彦（教育学部教授）
葉養　正明（元教育学部教授）
加藤　理（教育学部教授）
谷口　清（元人間科学部教授）
桑原　千明（教育学部講師）
小野里　美帆（教育学部教授）

埼玉県越谷市 6時間 令和3年8月9日 6,000円 120人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
30105-
100259号

048-974-8811
(内線： 1812)

http://www.bunkyo.ac.j
p/

文教大学 【必修】教育の最新事情

オンデマンド方式で実施する。
本学は、平成21（2009）年度から教員免許状更新講習を開
始し、多くの成果を挙げることができた。この実績を踏まえ
て、必修領域を①国の教育政策や世界の教育の動向、②
教員としての子ども観、教育観等についての省察、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、の4領域で構成し実施する。なお、修了認
定試験は、筆記による総合的な問題を登録住所へ郵送し、
それに対する解答を記述した答案用紙を郵送により提出す
る方式によって実施する。

手嶋　將博（教育学部教授）
太郎良　信（教育学部教授）
会沢　信彦（教育学部教授）
葉養　正明（元教育学部教授）
加藤　理（教育学部教授）
谷口　清（元人間科学部教授）
桑原　千明（教育学部講師）
小野里　美帆（教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年8月16日～
令和3年8月30日

6,000円 120人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
30105-
100260号

048-974-8811
(内線： 1812)

http://www.bunkyo.ac.j
p/

神田外語大学
【必修】現場で役立つ教育の最新
事情

【同時双方向型（テレビ会議方式）】本講習は、近年の学校
を取り巻く社会変化のニーズに合致した演題として、21世紀
型学力やアクティブ・ラーニングなどを含む新学習指導要領
と世界の教育の動向、教師の専門性と倫理観の再認識、軽
度発達障害の理解、学校における心理教育の導入など、を
取り上げてまいります。

村瀬　公胤（一般社団法人麻布教育研究所　所
長）
池田　政宣（外国語学部　特任教授）
北島　善夫（千葉大学　教育学部　教授）
武田　明典（外国語学部　教授）

インターネット 6時間 令和3年8月24日 7,000円 35人
令和3年5月6日～
令和3年5月12日

令03-
30115-
100222号

043-273-1320
https://www.kandagaig
o.ac.jp/kuis/

清和大学 【必修】教育の最新事情A

教育を取り巻く現状への理解を深める。国の教育政策と世
界の教育の動向、特別な教育的ニーズの観点に基づく学級
経営とカウンセリングマインド、子ども観・教育観の省察、発
達障害に関わる知識と対応を軸に学ぶ。

小松　伸之（法学部　准教授）
丸橋　唯郎（法学部　教授）
栁生　和男（法学部　非常勤講師）

千葉県木更津
市

6時間 令和3年8月28日 6,000円 80人
令和3年5月26日～
令和3年6月23日

令03-
30123-
100167号

0438-30-5555
(内線： 5565)

http://www.seiwa-
univ.ac.jp/

東京成徳大学
【必修】幼児教育についての最新
情報

教育法規や国の審議会の動向を踏まえ今日の教育政策を
分析するとともに、諸外国の教育の動向を紹介する。また、
教育的愛情をもって向き合うことのできる教師としての実践
的な資質や倫理観について省察する。
また、子どもの発達に関する最新の知見（特別支援教育に
関する内容を含む）を学び、子どもの生活の変化を踏まえた
課題や指導の仕方・カウンセリングマインドの必要性等につ
いてグループディスカッションを行う。

青木　研作（子ども学部教授）
寺田　清美（東京成徳短期大学　幼児教育科教
授）

東京都北区 6時間 令和3年5月22日 6,000円 100人

令和3年3月16日～
令和3年3月31日

(備考　抽選（卒業生優
先）)

令03-
30133-
100139号

03-3908-4563 http://www.tsu.ac.jp/
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令和３年度(第２回)認定
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放送大学 【必修】教育の最新事情

学校教育の現代的課題および子どもの発達状況に関する
教育学・心理学の最新の知見を具体的実践例を示しつつ解
説し、教員が現実に直面する教育課題についての理解を深
め、教育実践力の向上に資することを目的とする。近年の
教育動向と学校の現代的課題、社会の変化と教師の役割、
学校の組織と教育活動、子どもの心理的発達と脳科学、子
どもの生活の変化と問題行動の理解、子どもの発達障害と
特別支援教育について解説する。

住田　正樹（名誉教授）
秋田　喜代美（東京大学　大学院教授）
田中　統治（教養学部特任教授）
佐古　秀一（鳴門教育大学　理事・副学長）
森口　佑介（京都大学　大学院准教授）
熊谷　恵子（筑波大学　教授）
伊藤　美奈子（奈良女子大学　教授）
遠藤　利彦（東京大学　大学院教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和3年7月15日～
令和3年8月10日

6,000円 30,000人
令和3年4月9日～
令和3年5月12日

令03-
30138-
100162号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学 【必修】教育の最新事情

学校教育の現代的課題および子どもの発達状況に関する
教育学・心理学の最新の知見を具体的実践例を示しつつ解
説し、教員が現実に直面する教育課題についての理解を深
め、教育実践力の向上に資することを目的とする。近年の
教育動向と学校の現代的課題、社会の変化と教師の役割、
学校の組織と教育活動、子どもの心理的発達と脳科学、子
どもの生活の変化と問題行動の理解、子どもの発達障害と
特別支援教育について解説する。

住田　正樹（名誉教授）
秋田　喜代美（東京大学　大学院教授）
田中　統治（教養学部特任教授）
佐古　秀一（鳴門教育大学　理事・副学長）
森口　佑介（京都大学　大学院准教授）
熊谷　恵子（筑波大学　教授）
伊藤　美奈子（奈良女子大学　教授）
遠藤　利彦（東京大学　大学院教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和4年2月1日～
令和4年2月18日

6,000円 30,000人
令和3年10月22日～
令和3年11月17日

令03-
30138-
100163号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

共立女子大学

【必修】教職についての省察並び
に子どもの変化、学校の内外に
おける連携協力についての理解
に関する事項

世界の教育の動向と戦後日本の教育政策の移り変わりか
ら、教育の対象としての子どもとは何か、日本の子どもを取
り巻く問題点と学校教師は何をしなければならないのかとい
う点を中心に講義する。
また、子どもへの支援として特別支援教育におけるアセスメ
ントや心理教育とカウンセリングマインドについても講義し、
学校場面における実践についても考えていく。（オンライン同
時双方向型）

西村　史子（国際学部教授）
坂田　成輝（非常勤講師）

インターネット 6時間 令和3年5月8日 6,000円 80人
令和3年3月16日～
令和3年3月31日

令03-
30149-
100099号

03-3237-2195
http://www.kyoritsu-
wu.ac.jp/

共立女子大学
【必修】国の教育政策や世界の
教育の動向、子どもの発達に関
する知見

OECD諸国を中心に欧米の教育改革の動向を概観した上
で、幼稚園教育要領における幼児教育・保育制度改革の方
向性を論じる。また、幼稚園教員に求められる子どもの発達
に関する最新の心理学的知見やLDやADHDを含む特別支
援教育に関する新たな課題についても論じる。（オンライン
同時双方向型）

白川　佳子（家政学部教授）
河原　紀子（家政学部教授）
権藤　桂子（家政学部教授）

インターネット 6時間 令和3年5月8日 6,000円 50人
令和3年3月16日～
令和3年3月31日

令03-
30149-
100100号

03-3237-2195
http://www.kyoritsu-
wu.ac.jp/

大東文化大学 【必修】教育の最新事情

教育の最新事情は、3つのテーマで構成する。第一は、「い
じめ」をめぐる教育学界の言説の紹介、「道徳教育」の展開
を歴史的に整理してあるべき「道徳」像を明確にする。第二
は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム
における特別支援教育の動向を確認しながら新学習指導要
領における特別支援教育のポイントについて日々の指導や
支援の在り方について論述する。第三は学校教育の理論と
実践と政策の多角的な観点から、現代の学びと教育課程を
めぐるさまざまな課題にアプローチする。※ZOOMによる同
時双方向型(リアルタイム配信）

荒井　明夫（教育学科　教授）
北川　貴章（独立行政法人　国立特別支援教育
総合研究所　主任研究員）
上野　正道（上智大学　総合人間科学部教育学
科　教授）

インターネット 6時間 令和3年8月5日 6,000円 250人
令和3年3月22日～
令和3年4月17日

令03-
30182-
100153号

03-5399-7320 http://www.daito.ac.jp/
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玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教育
の課題

オンデマンド型:教育と教職についての省察を行い、心理学
の動向を踏まえた近年の子どもの発達課題及びカウンセリ
ングマインドの必要性を理解したうえで、これに対する国の
教育政策と世界の教育の動向を明らかにする。

森山　賢一（大学院教育学研究科教授・教育学
部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部助
教）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年4月22日～
令和3年6月6日

6,000円 600人
令和3年3月16日～
令和3年5月14日

令03-
30186-
100261号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教育
の課題(主として認定こども園・幼
稚園関係者向け)

オンデマンド型:教育と教職についての省察を行い、心理学
の動向を踏まえた近年の子どもの発達課題及びカウンセリ
ングマインドの必要性を理解したうえで、これに対する国の
教育政策と世界の教育の動向を明らかにする。

森山　賢一（教育学研究科・教育学部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）
若月　芳浩（教育学部教授）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年4月22日～
令和3年6月6日

6,000円 600人
令和3年3月16日～
令和3年5月14日

令03-
30186-
100262号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教育
の課題

オンデマンド型:教育と教職についての省察を行い、心理学
の動向を踏まえた近年の子どもの発達課題及びカウンセリ
ングマインドの必要性を理解したうえで、これに対する国の
教育政策と世界の教育の動向を明らかにする。

森山　賢一（大学院教育学研究科教授・教育学
部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部助
教）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年6月17日～
令和3年8月15日

6,000円 1,500人
令和3年5月19日～
令和3年7月15日

令03-
30186-
100263号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教育
の課題(主として認定こども園・幼
稚園関係者向け)

オンデマンド型:教育と教職についての省察を行い、心理学
の動向を踏まえた近年の子どもの発達課題及びカウンセリ
ングマインドの必要性を理解したうえで、これに対する国の
教育政策と世界の教育の動向を明らかにする。

森山　賢一（教育学研究科・教育学部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）
若月　芳浩（教育学部教授）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年6月17日～
令和3年8月15日

6,000円 1,500人
令和3年5月19日～
令和3年7月15日

令03-
30186-
100264号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教育
の課題

オンデマンド型:教育と教職についての省察を行い、心理学
の動向を踏まえた近年の子どもの発達課題及びカウンセリ
ングマインドの必要性を理解したうえで、これに対する国の
教育政策と世界の教育の動向を明らかにする。

森山　賢一（大学院教育学研究科教授・教育学
部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部助
教）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年8月19日～
令和3年10月17日

6,000円 1,200人
令和3年7月27日～
令和3年9月16日

令03-
30186-
100265号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教育
の課題(主として認定こども園・幼
稚園関係者向け)

オンデマンド型:教育と教職についての省察を行い、心理学
の動向を踏まえた近年の子どもの発達課題及びカウンセリ
ングマインドの必要性を理解したうえで、これに対する国の
教育政策と世界の教育の動向を明らかにする。

森山　賢一（教育学研究科・教育学部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）
若月　芳浩（教育学部教授）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年8月19日～
令和3年10月17日

6,000円 1,200人
令和3年7月27日～
令和3年9月16日

令03-
30186-
100266号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教育
の課題

オンデマンド型:教育と教職についての省察を行い、心理学
の動向を踏まえた近年の子どもの発達課題及びカウンセリ
ングマインドの必要性を理解したうえで、これに対する国の
教育政策と世界の教育の動向を明らかにする。

森山　賢一（大学院教育学研究科教授・教育学
部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部助
教）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年10月21日～
令和3年12月5日

6,000円 1,200人
令和3年9月28日～
令和3年11月8日

令03-
30186-
100267号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教育
の課題(主として認定こども園・幼
稚園関係者向け)

オンデマンド型:教育と教職についての省察を行い、心理学
の動向を踏まえた近年の子どもの発達課題及びカウンセリ
ングマインドの必要性を理解したうえで、これに対する国の
教育政策と世界の教育の動向を明らかにする。

森山　賢一（教育学研究科・教育学部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）
若月　芳浩（教育学部教授）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年10月21日～
令和3年12月5日

6,000円 1,200人
令和3年9月28日～
令和3年11月8日

令03-
30186-
100268号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教育
の課題

オンデマンド型:教育と教職についての省察を行い、心理学
の動向を踏まえた近年の子どもの発達課題及びカウンセリ
ングマインドの必要性を理解したうえで、これに対する国の
教育政策と世界の教育の動向を明らかにする。

森山　賢一（大学院教育学研究科教授・教育学
部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部助
教）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年12月16日～
令和4年2月20日

6,000円 300人
令和3年11月22日～

令和4年1月19日

令03-
30186-
100269号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教育
の課題(主として認定こども園・幼
稚園関係者向け)

オンデマンド型:教育と教職についての省察を行い、心理学
の動向を踏まえた近年の子どもの発達課題及びカウンセリ
ングマインドの必要性を理解したうえで、これに対する国の
教育政策と世界の教育の動向を明らかにする。

森山　賢一（教育学研究科・教育学部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）
若月　芳浩（教育学部教授）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年12月16日～
令和4年2月20日

6,000円 300人
令和3年11月22日～

令和4年1月19日

令03-
30186-
100270号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

東京理科大学
【必修】学校教育をめぐる最新動
向と子ども理解

【オンデマンド型】
本講習では、現在の学校教育の目標や課題を、第3期教育
振興基本計画や国際学力調査等の国際比較データから考
察すると同時に、子どもの発達や生活課題に関して心理学
的な観点から学習する。

伊藤　稔（教育支援機構教職教育センター教
授）
中村　豊（教育支援機構教職教育センター教
授）
竹尾　和子（理学部第一部教養学科准教授）
市川　寛子（理工学部教養  准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月19日～
令和3年8月6日

6,000円 140人
令和3年5月6日～
令和3年5月12日

令03-
30217-
100256号

03-5228-8717
(内線： 1681)

http://www.tus.ac.jp/

日本女子体育大
学

【必修】教育の最新事情

教育の最新の動向（①国の教育政策や世界の教育の動
向、②教員としての子ども観、教育観等についての省察、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、④子どもの生活の変化を踏まえた課題）について、本学
教員がそれぞれの専門の立場から解説する。なお、「子供
の貧困問題について」、「心のバリアフリーについて」および
「消費者教育について」も取りあげる。これからの教育のあり
かたについて、受講者とともに考えていく。

小堀　哲郎（体育学部　教授）
大塚　雅一（東京都立江北高等学校　統括校
長）
星川　佳広（体育学部　教授）
角田　和也（体育学部　講師）

東京都世田谷
区

6時間 令和3年8月11日 6,000円 60人
令和3年5月3日～
令和3年5月14日

令03-
30229-
100087号

03-3300-2257
http://www.jwcpe.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を学び、それぞれの現
場に応じた支援例を挙げながら、より実践的な活用方法に
ついて講義する。

西永　堅（共生科学部教授）
仲　久徳（教育実践研究科 専任教授）
天野　一哉（共生科学部教授）
岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年8月10日 7,000円 180人
令和3年3月16日～
令和3年6月30日

令03-
30260-
100242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を学び、それぞれの現
場に応じた支援例を挙げながら、より実践的な活用方法に
ついて講義する。

西永　堅（共生科学部教授）
仲　久徳（教育実践研究科 専任教授）
天野　一哉（共生科学部教授）
岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）

神奈川県小田
原市

6時間 令和3年8月16日 7,000円 80人
令和3年3月16日～
令和3年6月30日

令03-
30260-
100243号

045-972-3296 http://seisa.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を学び、それぞれの現
場に応じた支援例を挙げながら、より実践的な活用方法に
ついて講義する。

西永　堅（共生科学部教授）
仲　久徳（教育実践研究科 専任教授）
天野　一哉（共生科学部教授）
岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）

神奈川県横須
賀市

6時間 令和3年9月25日 7,000円 80人
令和3年3月16日～
令和3年8月10日

令03-
30260-
100244号

045-972-3296 http://seisa.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を学び、それぞれの現
場に応じた支援例を挙げながら、より実践的な活用方法に
ついて講義する。

西永　堅（共生科学部教授）
仲　久徳（教育実践研究科 専任教授）
天野　一哉（共生科学部教授）
岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月9日 7,000円 200人
令和3年3月16日～
令和3年6月30日

令03-
30260-
100245号

045-972-3296 http://seisa.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。

仲　久徳（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）

通信教育 6時間
令和3年4月16日～
令和4年2月27日

7,000円 60人

令和3年3月16日～
令和4年1月31日

(備考　大学院開設の免
許法認定通信教育受
講者のみを対象とする
ため、一般募集しない)

令03-
30260-
100246号

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

神奈川大学
【必修】教育の最新事情―子ども
の発達課題と教育政策の動向を
学ぶー

これまでの教職経験をふり返り、今日の教育課題に関する
理解を深めると共により良い子どもたちの発達の在り方を考
える。講義を通して、子どもの発達課題や教育政策を巡る
世界の動向と日本の方向性を理解し、広い視野から日本の
教育を考えられるようにする。

大西　勝也（人間科学部教授）
古屋　喜美代（人間科学部教授）
荻野　佳代子（人間科学部教授）
間山　広朗（人間科学部教授）
関口　昌秀（経営学部教授）
鈴木　そよ子（経営学部教授）
齊藤　ゆか（人間科学部教授）
望月　耕太（経営学部助教）
鈴木　英夫（法学部特任教授）
近藤　昭一（人間科学部特任教授）
三石　初雄（東京学芸大学　客員教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月20日 6,000円 80人
令和3年4月11日～
令和3年5月31日

令03-
30263-
100205号

045-481-5661
https://www.kanagawa-
u.ac.jp/career/teaching
credential/
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新潟薬科大学 【必修】教育の最新事情関係

「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。

木村　哲郎（応用生命科学部・教授）
村上　聡（応用生命科学部・教授）
白井　一夫（応用生命科学部・非常勤講師）

新潟県新潟市 6時間 令和3年8月5日 6,000円 50人
令和3年4月5日～
令和3年5月21日

令03-
30299-
100138号

0250-28-5302
(内線： 1136)

http://www.nupals.ac.jp
/

仁愛大学
【必修】教育現場の質をより高め
るために（主として幼稚園教諭対
象)

教育現場の質を高めるために、「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」「幼児の発達と支援」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がねらいである。 なお、本講習
は、主として幼稚園教諭を対象とした内容になっている。

石川　昭義（人間生活学部子ども教育学科教
授）
森　俊之（人間学部心理学科教授）
鈴木　智子（人間生活学部子ども教育学科准教
授）
高野　秀晴（人間生活学部子ども教育学科 准
教授）

福井県越前市 6時間
令和3年8月18日～
令和3年8月19日

6,000円 60人
令和3年4月1日～
令和3年5月14日

令03-
30312-
100181号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

松本大学 【必修】教育の最新事情

最新の教育事情を大きく　(1)教育行政および学校教育の動
向、新学習指導要領の内容に関する事項、(2) 子どもの生
活の変化を踏まえた課題、生徒指導・教育相談に関する課
題、の２つに分け、それそれ３時間の講習を行います。学校
の教育活動の一層の充実に繋がるよう、国の教育政策に関
する動向や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
て理解を深めます。

山﨑　保寿（人間健康学部　教授）
藤江　玲子（人間健康学部　准教授）

長野県松本市 6時間 令和3年8月9日 6,000円 100人

令和3年3月30日～
令和3年5月10日

(備考　3月30日～4月18
日は、卒業生、及び同
一法人の教員先行募
集期間。一般募集は4

月19日から。)

令03-
30322-
100203号

0263-48-7260
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

松本大学 【必修】教育の最新事情

最新の教育事情を大きく　(1)教育行政および学校教育の動
向、新学習指導要領の内容に関する事項、(2) 子どもの生
活の変化を踏まえた課題、生徒指導・教育相談に関する課
題、の２つに分け、それそれ３時間の講習を行います。学校
の教育活動の一層の充実に繋がるよう、国の教育政策に関
する動向や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
て理解を深めます。

山﨑　保寿（人間健康学部　教授）
藤江　玲子（人間健康学部　准教授）

長野県松本市 6時間 令和3年11月7日 6,000円 100人

令和3年3月30日～
令和3年5月10日

(備考　3月30日～4月18
日は、卒業生、及び同
一法人の教員先行募
集期間。一般募集は4

月19日から。)

令03-
30322-
100204号

0263-48-7260
(内線： 1801)

https://www.matsumot
o-u.ac.jp/

金城学院大学 【必修】教育の最新事情

制度・統計・教師や親の声から、今子どもに必要なことを考
え、授業に新たな一滴を秘めて臨む教師像を追う。
発達関連諸科学や種々の資料に現れた子どもの現状と、居
場所づくりを通しての集団活動の意義や効果を講義する。
特別支援教育の理念と背景にある課題と教師のスキルとし
てのカウンセリングマインドの意義を取り扱う。

森上　一美（人間科学部教授）
治田　哲之（人間科学部准教授）
川瀬　正裕（人間科学部教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月6日 6,000円 70人
令和3年5月10日～
令和3年5月14日

令03-
30355-
100154号

052-798-0180
http://www.kinjo-
u.ac.jp/pc/index.html

中部大学 【必修】必修領域講習

教育の最新事情に関する事項として、次の事項を扱う。
・ 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(子どもの貧困問題を
含む）

子安　潤（現代教育学部現代教育学科教授）
伊藤　佐奈美（現代教育学部現代教育学科教
授）
澤田　裕之（人間力創成総合教育センター専門
職教育プログラム　准教授）

愛知県春日井
市

6時間 令和3年8月5日 6,000円 100人
令和3年4月24日～
令和3年5月14日

令03-
30362-
100164号

0568-51-4902
https://www3.chubu.ac.
jp/teacher_education/
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同朋大学
【必修】社会・子どもの変化と教育
の課題

教育と教職についての省察を行い、心理学の動向や歴史的
な視点も踏まえた近年の子どもの発達課題及びカウンセリ
ングマインドの必要性を理解し、国の教育政策と世界の教
育の動向を明らかにして、これからの専門職としての教師の
あるべき姿を考える。ただし、講義は「オンデマンド型」のビ
デオ形式でおこなう。

森　透（福井医療大学　保健医療学部教授）
青井　利哉（福井医療大学　保健医療学部講
師）
岩瀬　真寿美（社会福祉学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年4月12日～
令和4年3月27日

6,000円 10,000人
令和3年3月16日～
令和4年2月25日

令03-
30364-
100152号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

名古屋学芸大学 【必修】教育の最新事情

本講習では、教育現場の現状を確認するとともに、国及び
世界の教育動向、不易の部分としての子ども観・教育観・教
育的愛情や倫理観等の社会的要請の強い事柄、特別支援
学校等の子どもの発達に関する課題(脳科学を含む)、子ど
もの変化についての理解を踏まえた適切な指導の在り方、
カウンセリングマインドの必要性等について理解を深める。

石井　鈴一（ヒューマンケア学部特任教授）
津金　美智子（ヒューマンケア学部教授）
黒田　美保（ヒューマンケア学部客員教授）
細溝　典彦（ヒューマンケア学部特任教授）

愛知県日進市 6時間 令和3年8月16日 6,000円 30人
令和3年4月1日～
令和3年4月23日

令03-
30370-
100165号

0561-75-7111
(内線： 2799)

https://www.nuas.ac.jp

大谷大学
【必修】最新の教育動向と子ども
理解

今、教員に期待される教育的愛情や倫理観、遵法精神を客
観的に理解し、国の教育政策や世界の教育動向について
触れる中で、自らの子ども観、教育観等を顧みる。また、特
別な配慮・支援が必要な幼児・児童・生徒についての課題
や、カウンセリングマインドに必要な心理学的知見について
具体的事例をもとに講義する。

林　正幸（教育学部准教授）
井上　和久（教育学部准教授）
渡邉　大介（教育学部講師）

京都府京都市 6時間 令和3年8月1日 5,000円 100人
令和3年3月16日～
令和3年7月16日

令03-
30395-
100272号

075-411-8476
(内線： 4418)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【必修】教育の最新事情と動向－
学校教育のいま、そして今後は
－

今、教員に期待される教育的愛情や倫理観、遵法精神を客
観的に理解し、国の教育政策や世界の教育動向について
触れる中で、自らの子ども観、教育観等を顧みる。また、特
別な支援を要する児童・生徒についての課題、カウンセリン
グマインドに必要な心理学的知見について、京都市の取組
を具体的事例としながら講義する。

林　正幸（教育学部准教授）
井上　和久（教育学部准教授）
田中　久美子（教育学部教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月3日 5,000円 100人
令和3年3月16日～
令和3年7月16日

令03-
30395-
100273号

075-411-8476
(内線： 4418)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

佛教大学 【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つの事項を中心に講習を行い、学
校現場で教育実践を行うために求められる教育政策や教育
問題に関する最新の知識・情報の修得を目指すとともに、特
別支援などの今日的な教育課題についての理解も深める。

原　清治（教育学部教授）
菅原　伸康（関西学院大学　教育学部教授）

京都府京都市 6時間 令和3年5月1日 6,000円 250人
令和3年3月20日～
令和3年3月24日

令03-
30416-
100188号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

大阪学院大学
【必修】最新の教育動向と子ども
理解

「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、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。
内容に応じて受講者同士の意見交換やワークショップを行
い理解を深める。

杉山　伸一（商学部准教授）
谷口　高士（情報学部教授）
岩岡　眞弘（経済学部講師）

大阪府吹田市 6時間 令和3年8月2日 6,000円 30人
令和3年4月2日～
令和3年4月8日

令03-
30427-
100240号

06-6381-8434
(内線： 2433)

http://www.osaka-
gu.ac.jp

31 / 40 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

令和３年度(第２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

甲南大学 【必修】教育の最新事情

教育の最新事情では、わが国の教育政策と世界の動向、新
学習指導要領の方針並びに子ども観、教育観等についての
省察、また子どもの発達に関する、脳科学、心理学等の最
新知見に基づく内容、カウンセリングマインドの必要性、市
民性教育等2030年を見通した教育について教員の認識を
深めることをねらいとして講習内容を構成する。

高見　茂（京都大学　学際融合教育研究推進セ
ンター　特任教授）
伊藤　朋子（文学部・教職教育センター　特任教
授）
藤原　健剛（経済学部・教職教育センター　特任
教授）
定金　浩一（教職教育センター　教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月5日 6,000円 120人
令和3年3月22日～
令和3年5月31日

令03-
30481-
100223号

078-435-2714
https://www.konan-
u.ac.jp/

武庫川女子大学
【必修】時代に向き合う教師力開
発（主として幼小教員対象）

新しい時代に対応する教員の専門性を高めるために「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事項に関
して、最新の知識技能を修得し、新たな教育課題への理解
を深める。また、このことを通して受講者一人ひとりが、責任
をもって学校に参画できる力量を高める。

松下　良平（教育学部教授）
宇野　里砂（教育学部准教授）

兵庫県西宮市 6時間 令和3年7月30日 6,000円 80人
令和3年4月7日～
令和3年4月14日

令03-
30502-
100168号

0798-31-0297

https://www.mukogawa
-
u.ac.jp/~shikaku/etc/k
mkoshin.html

武庫川女子大学
【必修】時代に向き合う教師力開
発（主として中高教員対象）

新しい時代に対応する教員の専門性を高めるために「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事項に関
して、最新の知識技能を修得し、新たな教育課題への理解
を深める。また、このことを通して受講者一人ひとりが、責任
をもって学校に参画できる力量を高める。

北口　勝也（教育学部教授）
大倉　健太郎（学校教育センター教授）

兵庫県西宮市 6時間 令和3年7月31日 6,000円 80人
令和3年4月7日～
令和3年4月14日

令03-
30502-
100169号

0798-31-0297

https://www.mukogawa
-
u.ac.jp/~shikaku/etc/k
mkoshin.html

川崎医療福祉大
学

【必修】教育の最新事情（幼稚園
教諭向け）

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」等をテーマに、幼稚園教諭等に求められる最新の
教育的知見について解説します。

橋本　勇人（医療福祉学部子ども医療福祉学
科・教授）
中川　智之（医療福祉学部子ども医療福祉学
科・准教授）
森本　寛訓（医療福祉学部子ども医療福祉学
科・講師）
重松　孝治（医療福祉学部子ども医療福祉学
科・講師）
入江　慶太（医療福祉学部子ども医療福祉学
科・講師）

岡山県倉敷市 6時間 令和3年12月28日 6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年6月11日

令03-
30516-
100201号

086-462-1111
(内線： 54225)

https://w.kawasaki-
m.ac.jp/

比治山大学

【必修】大学で学ぶ児童・生徒の
教育の最新事情や支援方法に役
立つ教育学、心理学、脳科学の
研究動向

本講習では、最新の世界の教育の動向や教育事情につい
て次の３つの観点から解説する。
１）子ども観や教育観について教育学や心理学の観点
２）子どもの発達支援や特別支援児童生徒への支援を脳科
学や心理学の観点
３）児童・生徒の環境変化への適応支援について心理学等
の観点

福伊　智（現代文化学部准教授）
林　武広（現代文化学部教授）
吉田　弘司（現代文化学部教授）
石井　眞治（現代文化学部教授）

広島県広島市 6時間 令和3年8月16日 6,000円 60人
令和3年3月16日～
令和3年3月30日

令03-
30528-
100089号

082-229-0122
http://www.hijiyama-
u.ac.jp/

広島経済大学 【必修】教育の最新事情

「教育の最新事情」の必修２領域［①教職についての省察、
②子どもの変化についての理解］について、中等教育に焦
点を絞り講習を実施する。原則1クラス40名程度とし、講義
及び演習形式でそれぞれの内容について理解を深めること
をめざす。中学校・高等学校の現職教員又は免許状所持者
等を対象とした講習である。

田中　泉（教授）
神田　義浩（教授）
前馬　優策（准教授）
上手　幸治（准教授）

広島県広島市 6時間 令和3年8月8日 6,000円 40人
令和3年3月16日～
令和3年6月14日

令03-
30529-
100166号

082-871-1001 http://www.hue.ac.jp
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広島女学院大学 【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、日
頃の教育実践に生かすことを目指す。

大橋　隆広（人間生活学部准教授）
山下　京子（人間生活学部教授）
桐木　建始（人間生活学部教授）

広島県広島市 6時間 令和3年8月9日 6,000円 40人
令和3年3月16日～
令和3年4月15日

令03-
30534-
100146号

082-221-2633 https://www.hju.ac.jp/

安田女子大学 【必修】初等教育の最新事情

小学校教員としての必要な資質能力がより向上するよう、
「国内外の教育動向、子ども観や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（含む特別支援教育）、子どもの生活の変化を踏まえた課
題」等について、講習を行う。

岩田　高明（教育学部教授）
竹田　敏彦（心理学部教授）
五十嵐　亮（教育学部准教授）

広島県広島市 6時間 令和3年8月3日 6,000円 135人
令和3年3月29日～
令和3年4月14日

令03-
30540-
100147号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学 【必修】中等教育の最新事情

専門職としての教員の役割や世界の教育及び国の教育政
策等の新しい動向、特別支援教育に関する課題等を含む子
どもの発達に関する理解やカウンセリングマインドの必要
性、さらには子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の
在り方、等について講義する。

岩田　高明（教育学部教授）
船津　守久（心理学部教授）
竹田　敏彦（心理学部教授）

広島県広島市 6時間 令和3年8月3日 6,000円 135人
令和3年3月29日～
令和3年4月14日

令03-
30540-
100148号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

山口学芸大学 【必修】教育の最新事情

教育をめぐる最新の状況について理解を深めるため、学校
を取り巻く状況の変化、教員としての子ども観・教職観、子ど
もの発達に関する心理学的知見、子どもの生活の変化を踏
まえた指導の在り方、学級担任としての役割、カウンセリン
グマインドの必要性について考察する。

松村　納央子（大学院教育学研究科准教授）
宮木　秀雄（山口大学　教育学部講師）

山口県山口市 6時間 令和3年8月27日 6,000円 80人

令和3年5月20日～
令和3年5月31日

(備考　山口県内に勤務
（または在住）する方に

限定)

令03-
30545-
100187号

083-972-3288
(内線： 104)

http://www.y-
gakugei.ac.jp/

志學館大学 【必修】教育の最新事情

国の教育政策や世界の教育の動向では国の教育政策を中
心に、教員としての子ども観、教育観等についての省察で
は子ども観、教育観等についての省察に関連して述べる。
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
見では、子どもの発達に関する、脳科学、心理学等の最新
知見に基づく内容を中心にしながら、また、子どもの生活の
変化を踏まえた課題についても述べる。

新納　雅樹（法学部特任教授）
野浪　俊子（人間関係学部教授）
木下　昌也（人間関係学部教授）
前野　明子（人間関係学部助教）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月17日 6,000円 70人
令和3年4月20日～
令和3年6月17日

令03-
30605-
100257号

099-812-8503
http://www.shigakukan.
ac.jp

青森明の星短期
大学

【必修】学校・教員をとりまく近年
の状況

学校教育の今日的な諸課題について、その背景や動向、解
決策について多岐にわたって研修する。研修内容の基底に
教職のあるべき姿についての省察を据え、教員としての資
質向上を目指す。
１．教育・学習心理学に関する最新の知見
２．社会の要請と教員の資質向上

進藤　将敏（北海学園大学　経営学部講師）
工藤　裕司（青森市教育委員会　事務局教育部
長）

青森県青森市 6時間 令和3年8月9日 6,000円 40人
令和3年4月12日～
令和3年5月14日

令03-
35016-
100182号

017-741-0123
http://www.aomori-
akenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
大学

【必修】学校・教員をとりまく近年
の状況

学校教育の今日的な諸課題について、その背景や動向、解
決策について多岐にわたって研修する。研修内容の基底に
教職のあるべき姿についての省察を据え、教員としての資
質向上を目指す。
１．教育・学習心理学に関する最新の知見
２．社会の要請と教員の資質向上

進藤　将敏（北海学園大学　経営学部講師）
工藤　裕司（青森市教育委員会　事務局教育部
長）

青森県青森市 6時間 令和3年8月10日 6,000円 40人
令和3年4月12日～
令和3年5月14日

令03-
35016-
100183号

017-741-0123
http://www.aomori-
akenohoshi.ac.jp/
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青森明の星短期
大学

【必修】学校・教員をとりまく近年
の状況

学校教育の今日的な諸課題について、その背景や動向、解
決策について多岐にわたって研修する。研修内容の基底に
教職のあるべき姿についての省察を据え、教員としての資
質向上を目指す。
１．教育・学習心理学に関する最新の知見
２．社会の要請と教員の資質向上

進藤　将敏（北海学園大学　経営学部講師）
工藤　裕司（青森市教育委員会　事務局教育部
長）

青森県青森市 6時間 令和3年9月25日 6,000円 80人
令和3年4月12日～
令和3年5月14日

令03-
35016-
100184号

017-741-0123
http://www.aomori-
akenohoshi.ac.jp/

羽陽学園短期大
学

【必修】教育の最新事情

　次の４項目について、幼児教育における教育の最新事情
を講義する。
１．国の教育政策や世界の教育の動向
２．教員としての子ども観、教育観についての省察
３．子どもの発達に関する脳科学、心理学における最新の
知見
４．子どもの生活の変化を踏まえた課題

柏倉　弘和（幼児教育科教授）
太田　裕子（幼児教育科教授）

山形県天童市 6時間 令和3年7月26日 6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年5月14日

令03-
35033-
100192号

023-655-2385 http://www.uyo.ac.jp/

羽陽学園短期大
学

【必修】教育の最新事情

　次の４項目について、幼児教育における教育の最新事情
を講義する。
１．国の教育政策や世界の教育の動向
２．教員としての子ども観、教育観についての省察
３．子どもの発達に関する脳科学、心理学における最新の
知見
４．子どもの生活の変化を踏まえた課題

柏倉　弘和（幼児教育科教授）
太田　裕子（幼児教育科教授）

山形県天童市 6時間 令和3年8月2日 6,000円 40人
令和3年5月17日～
令和3年5月21日

令03-
35033-
100193号

023-655-2385 http://www.uyo.ac.jp/

郡山女子大学短
期大学部

【必修】幼児教育の最新事情

幼稚園教諭を主な対象とします。「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、世界観等についての
省察」「子どもの発達に関する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、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目指します。また、全ての子どもたち
が夢と希望を持って成長していける社会を実現するために、
子どもの貧困問題、心のバリアフリー等について取り上げま
す。

山上　裕子（幼児教育学科准教授）
柴田　卓（幼児教育学科准教授）
小林　徹（幼児教育学科教授）
折笠　国康（幼児教育学科准教授）

福島県郡山市 6時間 令和3年8月2日 6,000円 100人
令和3年4月5日～
令和3年4月16日

令03-
35036-
100202号

024-932-4848
http://www.koriyama-
kgc.ac.jp/

共愛学園前橋国
際大学短期大学
部

【必修】教育新方法論

「わが国や世界の教育政策の動向」「教職についての省察
（子ども観や教育観、社会的要請等）」「子どもの発達に関す
る知見や特別支援教育の課題」「子どもの生活の変化を踏
まえた課題」について、最新の知識を修得し、教育の今日的
課題と対応についての理解を深め、教育的実践力を高め
る。

松本　昭彦（生活学科教授）
上原　篤彦（生活学科教授）

群馬県前橋市 6時間 令和3年8月2日 6,000円 100人

令和3年3月16日～
令和3年4月30日

(備考　3月16日～3月31
日は、昨年度申込いた
だいた方先行募集期

間)

令03-
35055-
100135号

027-231-8286
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/

共愛学園前橋国
際大学短期大学
部

【必修】教育新方法論

「わが国や世界の教育政策の動向」「教職についての省察
（子ども観や教育観、社会的要請等）」「子どもの発達に関す
る知見や特別支援教育の課題」「子どもの生活の変化を踏
まえた課題」について、最新の知識を修得し、教育の今日的
課題と対応についての理解を深め、教育的実践力を高め
る。

松本　昭彦（生活学科教授）
上原　篤彦（生活学科教授）

群馬県前橋市 6時間 令和3年8月16日 6,000円 100人

令和3年3月16日～
令和3年4月30日

(備考　3月16日～3月31
日は、昨年度申込いた
だいた方先行募集期

間)

令03-
35055-
100136号

027-231-8286
(内線： 121)

https://www.hirakataga
kuen.ac.jp/
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清和大学短期大
学部

【必修】教育の最新事情B

次の5項目を中心に最新の教育事情について講義する。
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
③子どもの心理的発達
④特別支援教育に関する新たな課題
⑤子どもの生活の変化を踏まえた課題

佐々木　竜太（こども学科　准教授）
刑部　行典（こども学科　非常勤講師）
柳生　和男（清和大学　法学部　非常勤講師）

千葉県木更津
市

6時間 令和3年10月9日 6,000円 80人
令和3年5月26日～
令和3年6月23日

令03-
35072-
100195号

0438-30-5565
http://www.seiwa-
jc.ac.jp/

仁愛女子短期大
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。
※オンデマンド型で実施。

増田　翼（幼児教育学科准教授）
乙部　貴幸（幼児教育学科准教授）
賞雅　さや子（幼児教育学科准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月9日～
令和3年7月12日

6,500円 250人
令和3年4月1日～
令和3年4月28日

令03-
35141-
100206号

0776-56-1133
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/

仁愛女子短期大
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。
※オンデマンド型で実施。

増田　翼（幼児教育学科准教授）
乙部　貴幸（幼児教育学科准教授）
賞雅　さや子（幼児教育学科准教授）

インターネット 6時間
令和3年11月5日～
令和3年11月8日

6,500円 100人
令和3年9月13日～
令和3年9月30日

令03-
35141-
100207号

0776-56-1133
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/

浜松学院大学短
期大学部

【必修】教育の最新事情

「幼稚園」教員向け
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、教員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」について講義する。

今井　昌彦（教授） 静岡県浜松市 6時間 令和3年7月29日 6,000円 120人
令和3年4月5日～
令和3年4月16日

令03-
35166-
100107号

053-473-6100
http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

浜松学院大学短
期大学部

【必修】教育の最新事情

「幼稚園」教員向け
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、教員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」について講義する。

今井　昌彦（教授） 静岡県浜松市 6時間 令和3年7月28日 6,000円 100人
令和3年4月5日～
令和3年4月16日

令03-
35166-
100108号

053-473-6100
http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

さいたま市教育
委員会

【必修】教育経営研修

研修では、「国の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つの事項についての講義や協議
を通して、学校教育に関する知識・技能の習得と今日的な
教育課題についての理解を深め、教員としての資質向上を
目指す。

瀧山　聡美（管理部教育政策室主幹）
神田　朋恵（学校教育部教職員人事課主席管
理主事兼人事係長）
斉藤　さや可（学校教育部総合教育相談室ス
クールカウンセラースーパーバイザー）
太田　鋭一（学校教育部指導２課主席指導主事
兼生徒指導対策係長）
利根川　恵子（学校教育部指導１課ＡＬＴコー
ディネーター）
野上　正嗣（学校教育部特別支援教育室主席
指導主事兼室長補佐）
山田　裕明（学校教育部教育研究所主任指導
主事兼研修係長）

埼玉県さいた
ま市

12.2時間

令和3年5月25日、
令和3年6月25日、
令和3年7月30日、
令和3年8月2日、
令和3年11月17日

0円 40人
令和3年3月16日～
令和3年4月30日

令03-
50211-
100149号

048-838-1810
一般募集をしないた
め
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千葉県教育委員
会

【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」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。

菅谷　茂良（企画管理部教育政策課教育立県
推進室推進班　主査）
関　勝美（子どもと親のサポートセンター教育相
談部　研究指導主事）
三橋　徹（総合教育センター特別支援教育部
指導主事）
内貴　功生（子どもと親のサポートセンター支援
事業部　研究指導主事）

通信教育 6時間
令和3年7月16日～
令和3年8月5日、
令和3年8月17日

0円 550人

令和3年4月2日～
令和3年4月23日

(備考　基本研修として
実施のため、一般募集

は行いません)

令03-
50230-
100110号

043-276-1185
(内線： 1542)

https://www.ice.or.jp/n
c/

千葉市教育委員
会

【必修】教育の最新事情

「国の教育施策や世界の教育の動向」「教員としての子供
観、教育観等について」「子供の発達に関する知見」「子供
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理解
を深める。

小池　公夫（千葉経済大学　非常勤講師）
萩原　忠（主任指導主事）
加藤　秀樹（千葉市養護教育センター　主任指
導主事）

千葉県千葉市 6時間 令和3年6月27日 0円 56人

令和3年4月12日～
令和3年4月16日

(備考　千葉市立小中特
別支援学校に勤務する
教職員の研修のため、
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50231-
100189号

043-285-0902
https://www.city.chiba.j
p/kyoiku/gakkokyoiku/
kyoiku/

千葉市教育委員
会

【必修】教育の最新事情

「国の教育施策や世界の教育の動向」「教員としての子供
観、教育観等について」「子供の発達に関する知見」「子供
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理解
を深める。

小池　公夫（千葉経済大学　非常勤講師）
萩原　忠（主任指導主事）
加藤　秀樹（千葉市養護教育センター　主任指
導主事）

千葉県千葉市 6時間 令和3年6月20日 0円 56人

令和3年4月12日～
令和3年4月16日

(備考　千葉市立小中特
別支援学校に勤務する
教職員の研修のため、
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50231-
100190号

043-285-0902
https://www.city.chiba.j
p/kyoiku/gakkokyoiku/
kyoiku/

船橋市教育委員
会

【必修】船橋市教員免許状更新
講習

同時双方型（Ｚｏｏｍ）での研修により、今日の小中学校教諭
に求められる最新の教育事情、「国の教育政策や世界の教
育の動向」「子供の生活の変化を踏まえた課題」の観点につ
いて理解を深める。

田中　博之（早稲田大学　教育・総合科学学術
院、教授）
田邊　昭雄（東京情報大学　総合情報学部　総
合情報学科　教職課程　嘱託教授）
小林　祐紀（茨城大学　教育学部　准教授）

インターネット 7時間
令和3年8月19日、
令和3年8月30日

0円 150人

令和3年4月5日～
令和3年4月19日

(備考　船橋市立小中学
校中堅教諭等資質向
上研修としての実施の
ため、一般公募は行わ

ない。)

令03-
50240-
100241号

047-423-4910

https://www.city.funab
ashi.lg.jp/shisetsu/bunk
a/0002/0001/0001/p01
1084.html

柏市教育委員会
【必修】柏市キャリアアップ研修
（免許状更新講習）

複雑化・多様化する学校教育に対応できるよう，「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」についての講義や協議を通して，「学び続ける教師」とし
ての資質・能力の向上を目指す。

遠藤　須美子（指導主事）
佐々木　聖（指導主事）

千葉県柏市 6時間
令和3年7月29日～
令和3年7月30日

0円 70人

令和3年4月1日～
令和3年4月16日

(備考　柏市教職員が対
象のため，一般募集は

行いません)

令03-
50241-
100185号

04-7191-7387
(内線： 827)

http://www.city.kashiw
a.lg.jp/kashiwa_boe/

柏市教育委員会
【必修】柏市キャリアアップ研修
（免許状更新講習）

複雑化・多様化する学校教育に対応できるよう，「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」についての講義や協議を通して，「学び続ける教師」とし
ての資質・能力の向上を目指す。

遠藤　須美子（指導主事）
佐々木　聖（指導主事）

千葉県柏市 6時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

0円 70人

令和3年4月1日～
令和3年4月16日

(備考　柏市教職員が対
象のため，一般募集は

行いません)

令03-
50241-
100186号

04-7191-7387
(内線： 827)

http://www.city.kashiw
a.lg.jp/kashiwa_boe/

浜松市教育委員
会

【必修】最新の教育事情

【オンデマンド型】「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。

花井　和徳（教育長）
千々布　敏弥（国立教育政策研究所　総括研究
官）
藤平　敦（日本大学　文理学部　教授）
島田　桂吾（静岡大学　教育学部　講師）

インターネット 6時間
令和3年7月22日～
令和3年9月30日

4,400円 420人
令和3年3月29日～

令和3年5月7日

令03-
50432-
100191号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/
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令和３年度(第２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

豊田市教育委員
会

【必修】最新の教育事情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　（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、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学ぶ。豊田市立小・
中・特別支援学校の教員(養護教諭・栄養教諭を含む）を対
象とする。

堀川　政俊（学校教育課指導主事）
清水　康博（学校教育課指導主事）

愛知県豊田市 6時間 令和3年7月21日 600円 200人
令和3年4月8日～
令和3年4月22日

令03-
50462-
100254号

0565-48-2051
https://www.city.toyota
.aichi.jp/kurashi/gakkou
/index.html

豊田市教育委員
会

【必修】最新の教育事情②

幼稚園教諭を対象に「国の教育政策や世界の教育の動向」
「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、幼稚園に求
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
いて学ぶ。豊田市こども園の教諭を対象とする。

青木　美鈴（豊田市子ども部保育課指導主事） 愛知県豊田市 6時間 令和3年7月21日 600円 220人
令和3年4月8日～
令和3年4月22日

令03-
50462-
100255号

0565-48-2051
https://www.city.toyota
.aichi.jp/kurashi/gakkou
/index.html

福岡市教育委員
会

【必修】福岡市立学校教員講習
（必修領域）

福岡市立学校教諭・養護教諭・栄養教諭を対象に，教育公
務員としての専門性を刷新することをねらいとして，「国の教
育施策の動向」「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」に関する最新の情報を「オンデ
マンド型（インターネット配信方式）」によって提供する。

佐藤　仁（福岡大学　教授）
生田　淳一（福岡教育大学　教授）

インターネット 6時間
令和3年6月19日～
令和3年6月27日

0円 900人

令和3年4月2日～
令和3年5月14日

(備考　本市教員研修の
ため一般募集は行わな

い)

令03-
50792-
100194号

092-822-2875
http://www.fuku-
c.ed.jp/center/index.ht
m

鹿児島県教育委
員会

【必修】教育の最新事情１

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する職員（小学校教諭，
特別支援学校教諭，養護教諭，栄養教諭）のうち，希望する
者に対して「教育政策の動向と本県（国）教育の課題」「児童
生徒の発達，組織的対応」「特別支援教育」「教育相談・生
徒指導」の事項について講義や演習を行い，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。

森園　守（義務教育課指導監），下古立　浩（義
務教育課主任指導主事兼義務教育係長），大
山　直美（鹿児島県総合教育センター特別支援
教育研修課長），吉川　祐一（鹿児島県総合教
育センター特別支援教育研修係長(指導主
事）），上西　由美子（鹿児島県総合教育セン
ター教育相談係長(指導主事）），梶原　淳（鹿児
島県総合教育センター教育相談課研究主事），
湯之前　学（鹿児島県総合教育センター教職研
修係長(指導主事）），本山　和仁（鹿児島県総
合教育センター教科教育研修課研究主事），小
吉　成興（鹿児島県総合教育センター教育相談
課研究主事），宇田　学治（鹿児島県総合教育
センター特別支援教育研修課研究主事），福森
真一（鹿児島県総合教育センター教職研修課
研究主事），古定　周（鹿児島県総合教育セン
ター教職研修課研究主事），今林　俊一（鹿児
島大学教育学部教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月26日 0円 100人
令和3年4月26日～
令和3年5月18日

令03-
50910-
100090号

099-286-5298
http://www.pref.kagoshi
ma.jp/kyoiku/
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令和３年度(第２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

鹿児島県教育委
員会

【必修】教育の最新事情１

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に勤務する教員（中学校教諭，高等
学校教諭）のうち，希望する者に対して「教育政策の動向と
本県（国）教育の課題」「児童生徒の発達，組織的対応」「特
別支援教育」「教育相談，生徒指導」の事項について講義や
演習を行い，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。

森園　守（義務教育課指導監），黒木　誠（高校
教育課指導監），下古立　浩（義務教育課主任
指導主事兼義務教育係長），大山　直美（鹿児
島県総合教育センター特別支援教育研修課
長），吉川　祐一（鹿児島県総合教育センター特
別支援教育研修係長(指導主事）），上西　由美
子（鹿児島県総合教育センター教育相談係長
(指導主事）），梶原　淳（鹿児島県総合教育セン
ター教育相談課研究主事），青木　誠（鹿児島
県総合教育センター情報教育研修課研究主
事），有嶋　宏（鹿児島県総合教育センター教科
教育研修課研究主事），中山　拓郎（鹿児島県
総合教育センター教職研修課研究主事），田子
山　ゆかり（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事），古定　周（鹿児島県総合教育
センター教職研修課研究主事），今林　俊一（鹿
児島大学教育学部教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月2日 0円 100人
令和3年4月26日～
令和3年5月18日

令03-
50910-
100091号

099-286-5298
http://www.pref.kagoshi
ma.jp/kyoiku/

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7月30日開催の選択
必修講習と連続して行うものです。

宮下　友美惠（静岡県立大学　短期大学部非常
勤講師）

静岡県静岡市 6時間 令和3年7月29日 6,000円 220人
令和3年4月12日～
令和3年5月28日

令03-
80011-
100274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7月30日開催の選択
必修講習と連続して行う。

加藤　篤彦（学校法人武蔵野学園武蔵野東第
1・第2幼稚園　園長）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月6日 8,000円 80人
令和3年4月1日～
令和3年5月8日

令03-
80011-
100275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4月18日開催の選択
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3年4月17日 9,000円 50人
令和3年3月16日～
令和3年3月19日

令03-
80011-
100276号

03-3237-1957 https://youchien.com/
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令和３年度(第２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4月18日開催の選択
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）

北海道帯広市 6時間 令和3年4月17日 9,000円 50人
令和3年3月16日～
令和3年3月19日

令03-
80011-
100277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4月18日開催の選択
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3年4月17日 9,000円 60人
令和3年3月16日～
令和3年3月19日

令03-
80011-
100278号

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

一般財団法人日
本私学教育研究
所

【必修】夏季　私立学校教員のた
めの教育の最新事情（1-1）

オンデマンドの講義動画の視聴と同時双方向型の講義を併
用する。事前に配信されたオンデマンドの講義動画を講習
前日までに視聴し、講習当日は同時双方向型の講義とワー
ク、履修認定試験を行う。
※オンデマンド受講期間：2021/06/26~2021/07/10
※同時双方向型講義・ワーク・履修認定試験実施日：
2021/07/11
※オンデマンド型：80分＋同時双方向型：280分（合計360分
＝6時間）
「私立学校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指す。

伊藤　貴昭（明治大学　文学部・准教授）
広石　英記（東京電機大学　人間科学系列・教
授）

インターネット 6時間
令和3年6月26日～
令和3年7月11日

6,000円 40人
令和3年3月16日～
令和3年6月25日

令03-
80015-
100104号

03-3222-1621
https://www.shigaku.or.
jp/

一般財団法人日
本私学教育研究
所

【必修】秋季　私立学校教員のた
めの教育の最新事情（1-2）

オンデマンドの講義動画の視聴と同時双方向型の講義を併
用する。事前に配信されたオンデマンドの講義動画を講習
前日までに視聴した上で、講習当日は同時双方向型の講義
とワーク、履修認定試験を行う。
※オンデマンド受講期間：2021/09/04~2021/09/18
※同時双方向型講義・ワーク・履修認定試験実施日：
2021/09/19
※オンデマンド型：80分＋同時双方向型：280分（合計360分
＝6時間）「私立学校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指し
て、次の事項について講義やグループワークを通じて考察
する。

伊藤　貴昭（明治大学　文学部・准教授）
広石　英記（東京電機大学　人間科学系列・教
授）

インターネット 6時間
令和3年9月4日～
令和3年9月19日

6,000円 40人
令和3年3月16日～

令和3年9月3日

令03-
80015-
100105号

03-3222-1621
https://www.shigaku.or.
jp/
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令和３年度(第２回)認定
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一般財団法人日
本私学教育研究
所

【必修】冬季　私立学校教員のた
めの教育の最新事情（1-3）

オンデマンドの講義動画の視聴と同時双方向型の講義を併
用する。事前に配信されたオンデマンドの講義動画を講習
前日までに視聴した上で、講習当日は同時双方向型の講義
とワーク、履修認定試験を行う。
※オンデマンド受講期間：2021/12/11~2021/12/25
※同時双方向型講義・ワーク・履修認定試験実施日：
2021/12/26
※オンデマンド型：80分＋同時双方向型：280分（合計360分
＝6時間）
「私立学校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指して、次の事
項について講義やグループワークを通じて考察する。

伊藤　貴昭（明治大学　文学部・准教授）
広石　英記（東京電機大学　人間科学系列・教
授）

インターネット 6時間
令和3年12月11日～
令和3年12月26日

6,000円 40人
令和3年3月16日～
令和3年12月10日

令03-
80015-
100106号

03-3222-1621
https://www.shigaku.or.
jp/

金沢学院大学・
金沢学院短期大
学

【必修】幼児教育の最新事情

　幼稚園教諭・保育教諭を対象に教育の最新事情を考察す
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を考
察する。

鈴木　賢男（金沢学院短期大学　幼児教育学科
教授）
奥泉　敦司（金沢学院大学　文学部教育学科講
師）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月18日 6,000円 100人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
90006-
100170号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学・
金沢学院短期大
学

【必修】幼児教育の最新事情

　幼稚園教諭・保育教諭を対象に教育の最新事情を考察す
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を考
察する。

鈴木　賢男（金沢学院短期大学　幼児教育学科
教授）
奥泉　敦司（金沢学院大学　文学部教育学科講
師）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月20日 6,000円 100人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
90006-
100171号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

安田女子大学・
安田女子短期大
学

【必修】幼児教育の最新事情

１．わが国の教育政策や世界の教育の動向：①幼児教育を
巡る国内の教育政策②世界の幼児教育の動向
２．子ども観・教育観についての省察：①幼稚園教諭の仕事
の特徴と省察②幼稚園教諭が求められる専門性
３．子どもの発達に関する心理学等の最新の知見：①子ども
の発達上の諸問題②子どもの発達と発達上の課題
４．子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方：①
子どもの生活の多様化と保育②幼児期の子どもへの指導

西川　ひろ子（教育学部教授）
永田　彰子（教育学部准教授）
五十嵐　亮（教育学部准教授）

広島県広島市 6時間 令和3年8月3日 6,000円 120人
令和3年3月29日～
令和3年4月14日

令03-
90023-
100116号

082-878-8178
https://www.yasuda-
u.ac.jp/

西九州大学・西
九州大学短期大
学部

【必修】教育の最新事情

以下の２つの事項について理解し、教員に求められる最新
の知識・技能の修得と今日的教育課題について考察を深め
ることを目指す。
1）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
2）教員としての子ども観・教育観等についての省察、国の教
育政策や世界の教育の動向

利光　恵（西九州大学子ども学部准教授）
植田　啓嗣（西九州大学健康福祉学部講師）
川邊　浩史（西九州大学短期大学部准教授）
大村　綾（西九州大学短期大学部講師）

佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月5日 6,000円 90人
令和3年3月16日～
令和3年4月23日

令03-
90027-
100221号

0952-37-9206
(内線： 126)

http://www.nisikyu-
u.ac.jp/
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