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弘前大学 【選択】日本語のなかの漢字

日本語が現在のように出来上がってくるまでには紆余曲折
ありました。そのプロセスにおいて、中国からやってきた「漢
字」が日本語に与えた影響は甚大です。この講習では、日
本語における漢字の位置と意味について、噛んで含めるよ
うに丁寧に解説いたします。小学生に漢字を教えることの難
しさに悩んでいる先生の参考になるような講習にしたいとお
もっています。

山田　史生（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月25日 教諭
小学校教諭、中
高国語科教諭

6,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503255号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】文学教育のこれから

国語科教育の動向を踏まえながら、これからの文学教育の
ありかたについて考えていくために必要な知識や技能につ
いて学ぶ。また教科書の教材を実際に用いながら、講義・演
習を通して理解を深めていく。

鈴木　愛理（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月31日 教諭
小学校教諭・中
学校国語科教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503256号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】説明的文章指導の理論と
方法

説明的文章が戦前・戦後どのように指導されてきたのか，学
力，教材，指導過程等を通して考える。また，それらを踏ま
え，今後求められる指導の在り方を現在使用している教科
書教材を通して演習を行い，考えを深める。

田中　拓郎（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年12月11日 教諭
小学校教諭、中
学校国語科教諭

6,000円 20人
令和3年9月24日～
令和3年10月15日

令03-
10008-
503257号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】イノベーションのマネジメ
ント

企業が現在の激しい経済社会の環境変化に適応し長期的
に維持発展していくための中核に位置付けられるものが、
従来の枠組みを刷新し、画期的な事業アイデアにより新し
い製品を生み出すイノベーションの創造です。イノベーション
が求められる背景を理解するとともに、技術経営で重要なポ
イントやモデルの考え方を解説します。（Microsoft Teamsに
よる同時双方向型授業）

熊田　憲（教育研究院人文社会・教育学系人文
科学領域　准教授）

インターネット 6時間 令和3年7月10日 教諭
中学校・高等学
校社会科教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503258号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】津軽地域における防災教
育

2022年４月から全国の高校で実施される「地理総合」では、
地理情報システム（GIS）の活用や防災教育が重視されてい
る。本講義は、国土地理院の地理院地図（web地図）や地理
情報システム（GIS）の体験、弘前周辺の野外調査を行いな
がら、津軽地域の自然環境を考慮した防災教育を考えるも
のである。本講義は「地理総合」や小学校・中学校の「総合
的な学習の時間」の教材作りの基礎資料となるものと思わ
れる。

小岩　直人（教育研究院教育・芸術領域　教授） 青森県弘前市 6時間 令和3年8月29日 教諭

高校地歴科教諭,
中学校社会科教
諭，および小学校

教諭

6,000円 25人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503259号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】今日の社会と社会科授業

児童･生徒を取り巻く生活環境や社会の状況がめまぐるしく
変化する中にあって、社会科の授業はどのようにあるべき
なのか。今日求められている社会科の役割、授業のあり方
について理論的な側面と実践的な側面の両方から検討して
いく。講習の中では、受講者が抱える授業に関する課題や
率直な悩みを取り上げつつ改善の方向性を探っていく。

篠塚　明彦（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）
小瑶　史朗（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年12月11日 教諭
小学校、中学校
(社会科）教諭

6,000円 15人
令和3年9月24日～
令和3年10月15日

令03-
10008-
503260号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】Pythonで学ぶ確率・統計

Googleが提供する機械学習・データ解析環境であるGoogle
Colab上でPythonによるプログラミングを扱います。題材は
高校数学で学ぶ確率・統計の問題です。関数のプロットや
数列のプログラミングから始め、確率・統計で学ぶ内容を扱
います。Pythonを用いて数学の問題を解いてみるなど、数
学の授業の参考になればと思います。試験の方法として「実
技考査」としていますが、これはデータ解析の試験という意
味です。受講にはGoogleアカウントが必要です。

守　真太郎（教育研究院安全システム工学領域
教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月31日 教諭
中学校・高等学
校教諭（数学）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503261号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】算数・数学的活動とその
体験

算数的活動・数学的活動の意義を検討し、小学校算数、中
学校数学で扱う教材を中心にその背景について学ぶととも
に、活動を取り入れた授業のあり方について考えることをね
らいとします。特に，問題解決型の授業を想定し比較検討場
面の充実に焦点をあてます。

中野　博之（教育研究院教育・芸術領域教授）
田中　義久（教育研究院教育・芸術領域准教
授）

青森県青森市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校教諭・中
学校数学教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503262号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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弘前大学
【選択】考える力を伸ばす図形教
材の研究

数学の学習指導において、問題の答えを出して終わりにす
るのではなく、そこから新たな課題を見出して探求しようとす
る姿勢が大切である。具体的には、別の解決方法を考えた
り、条件を見直すことで問題の構造を明らかにしたり、その
条件をかえてみることで発展的に考えたりすることである。こ
うした活動を通して、考えることの楽しさを味わえる図形教
材の研究について考えていく。この際、geogebraという作図
ツールを使用する機会を設ける。

山本　稔（教育研究院自然科学系安全システム
工学領域准教授）
田中　義久（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年12月18日 教諭
中学校・高等学

校数学教諭
6,000円 20人

令和3年9月24日～
令和3年10月15日

令03-
10008-
503263号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】折り紙の平坦折り

折り紙は日本の伝統的な遊びで、海外でも“Origami”として
知られています。この折り紙を科学的に研究するという動き
はごく最近のことで、計算幾何学といった分野において、研
究対象の一つとなっています。本講習では、風車のように折
り紙を折って平坦に折りたたむことができるための条件など
を学びます。（ハサミ・定規・分度器をご準備ください）
※本講習はオンデマンド型となります。

江居　宏美（教育研究院自然科学系安全システ
ム工学領域　准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月5日～
令和3年8月31日

教諭
中学・高等学校

数学教諭
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503264号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】化学実験（中学校・高等
学校）

本講習では中学校理科もしくは高等学校化学（一部物理と
生物）で扱われる「光」や「色」に関連した実験を行い、物質
の性質を科学的に理解することを目的とする。pHと指示薬
の色、炎色反応、めっきなどを予定している。

島田　透（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月22日 教諭

中学校・高等学
校理科教諭およ
び特別支援学校

教諭

6,000円 16人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503265号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】思考を導く理科教育

具体的な教材をとおして、理科教育の方法と理論をベース
に、児童・生徒を思考させるという観点から講義を展開す
る。前半では環境教育に関する理論と教材の紹介を行い、
演習をとおして児童・生徒の思考について考える。後半はそ
れに引き続くとともに、教科や科目を融合した教材を取り扱
い、それについての思考を考える。

佐藤　崇之（教育研究院人文・社会学系教育・
芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月25日 教諭
小学校教諭，中
学校・高等学校

理科教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503266号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】気候科学と地球温暖化

地球温暖化は21世紀の最も深刻な環境問題です。人間活
動による二酸化炭素などの温室効果ガス排出が気候に影
響を及ぼすようになり、産業革命以降、地球平均気温には
すでに1度の上昇が起こりました。気候科学の基礎的知識を
気候変動に関する政府間パネルによる国連報告書の要約
(和訳）を読んで理解すること、さらに、地球温暖化の影響と
対策について理解することを目指します。

野尻　幸宏（教育研究院自然科学系安全システ
ム工学領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月30日 教諭
小学校教諭，中
学校・高等学校

理科教諭
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503267号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学

【選択】アクティブ・ラーニングに
向けたマイクロスケール実験－
粒子分野(化学)の実験を中心に
②

学習指導要領で導入される「アクティブ・ラーニング」への活
用も期待され，特別支援教育でも注目の「マイクロスケール
実験」について，その概念と具体的な方法について実験を
通して考える。小学校理科からは「だ液の性質」や簡単なプ
ログラミング教育を，中学校や高等学校では，放射線教育
や物質の分離方法や金属陽イオンの分析を中心に、実験を
通して指導法を考える。

長南　幸安（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県八戸市 6時間 令和3年8月2日 教諭

特別支援学校教
諭，小学校教諭，
中学校・高等学

校理科教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503268号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】顕微鏡観察の基礎と応用

生物学や理科の実験観察に顕微鏡は欠かせない。本講習
では、光学顕微鏡の原理を理解し、その操作に習熟するこ
とをめざして、顕微鏡を用いた実習を行う。また応用として、
身近にある食材などの動植物細胞の観察、暗視野顕微鏡
によるブラウン運動や原形質流動の観察、池のプランクトン
の観察と分類などを行う。

岩井　草介（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月3日 教諭
中学校・高等学

校理科教諭
6,000円 12人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503269号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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弘前大学

【選択】アクティブ・ラーニングに
向けたマイクロスケール実験－
粒子分野(化学)の実験を中心に
①

学習指導要領で導入される「アクティブ・ラーニング」への活
用も期待され，特別支援教育でも注目の「マイクロスケール
実験」について，その概念と具体的な方法について実験を
通して考える。小学校理科の新学習指導要領・粒子分野(化
学)の中からは第6学年「水溶液の性質」と簡単なプログラミ
ング，中学校や高等学校では，電池や電気分解を中心に、
実験を通して指導法を考える。

長南　幸安（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県むつ市 6時間 令和3年8月9日 教諭

特別支援学校教
諭，小学校教諭，
中学校・高等学

校理科教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503270号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】理科を苦手とする教員の
ための小学校物理実験

小学校理科・物理分野に関する教科書に記載されている実
験を実際に行いながら，実験を行う際の留意点・注意点を
再確認し，その実験のもつ物理的理解を深める。具体的に
は，3学年「光と音の性質」「磁石の性質」「電気の通り道」，4
学年「空気と水の性質」「金属，水，空気と温度」「電流の働
き」，5学年「振り子の運動」「電流がつくる磁力」，6学年「てこ
の規則性」「電気の利用」の中から3・4単元を取り上げ，それ
らに関する内容を取り扱う。

山本　逸郎（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 16人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503271号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】太陽電池を通して見る光
と電気

太陽電池は、可動部を持つことなく光エネルギーを直接的
に電気エネルギーへと変換することができる素子です。本講
習では太陽電池の原理と最新の動向を学びます。また、簡
単な色素増感太陽電池を実際に作製し、光と電気の関係性
について体験的に学習します。

渡邊　良祐（教育研究院自然科学系機能創成
科学領域　助教）

青森県弘前市 6時間 令和3年12月11日 教諭

中学校・高等学
校理科教諭、理
科を担当する小

学校教諭

6,000円 10人
令和3年9月24日～
令和3年10月15日

令03-
10008-
503272号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】動物の発生と再生

近年の発生生物学の研究から、受精卵から個体が作られる
までの発生メカニズムは動物間で広く保存されており、ショ
ウジョウバエからマウスまで共通の遺伝子が働くことが示さ
れている。その一方で体の一部を傷つけられた際に見られ
る再生の能力は動物間で大きく異なる。本講習ではこれら
動物の発生と再生のしくみについて概説するとともに、理科
教育の一例としてアフリカツメガエルの受精と胚発生の観察
の実演を行う。

横山　仁（教育研究院自然科学系農学・生命科
学領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年12月18日 教諭
中学校・高等学

校理科教諭
6,000円 10人

令和3年9月24日～
令和3年10月15日

令03-
10008-
503273号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】化学実験－中学校・高等
学校を中心に

中学校理科および高等学校化学の新学習指導要領に沿っ
て、新たに加えられたり戻された学習項目を中心に、実験を
通して理科の化学分野の指導法を考える。また発展的な実
験も行い、化学教材について学習する。具体的には、例え
ばイオンの実験や、モル概念の実験などを行う。学習指導
要領で導入される「アクティブ・ラーニング」への活用も考え
られ，特別支援教育で注目されている「マイクロスケール実
験」について，その概念と具体的な方法について実験を通し
て考える。

長南　幸安（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）
島田　透（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年12月24日 教諭

特別支援学校教
諭，小学校教諭，
中学校・高等学

校理科教諭

6,000円 30人
令和3年9月24日～
令和3年10月15日

令03-
10008-
503274号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学

【選択】アクティブ・ラーニングに
向けたマイクロスケール実験－
粒子分野(化学)の実験を中心に
①

学習指導要領で導入される「アクティブ・ラーニング」への活
用も期待され，特別支援教育でも注目の「マイクロスケール
実験」について，その概念と具体的な方法について実験映
像を通して考える。小学校理科の新学習指導要領・粒子分
野(化学)の中からは「粒子の保存性」、第6学年「水溶液の
性質」と簡単なプログラミング，中学校や高等学校では，電
池や電気分解を中心に、実験映像を通して指導法を考え
る。
※本講習はオンデマンド型となります。

長南　幸安（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

インターネット 6時間
令和3年12月6日～
令和4年1月5日

教諭

特別支援教諭，
小学校教諭，中
学校・高等学校

理科教諭

6,000円 30人
令和3年9月24日～
令和3年10月15日

令03-
10008-
503275号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

4 / 441 ページ
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
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対象職

種
主な受講対象者

弘前大学 【選択】音楽科の学習指導

「最初のオンガクを探る」をテーマとする。小・中・高音楽科
のカリキュラム（創作を基盤とした歌唱、器楽、鑑賞へのア
プローチ）について、サウンドスケープとサウンド・エデュ
ケーションをキーワードとして具体的な授業実践例を提示す
るとともに、新学習指導要領に示された〈資質・能力の育成
に関する3つの柱〉、〈協働〉及びActive Learning、音楽の
Universal Design(インクルーシヴ教育も含む）についても考
察する。本講習は音楽科教諭以外も対象とする。

今田　匡彦（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月17日 教諭
幼・小・中・高教
諭，特別支援教

諭
6,000円 18人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503276号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】音楽科の学習指導

「最初のオンガクを探る」をテーマとする。小・中・高音楽科
のカリキュラム（創作を基盤とした歌唱、器楽、鑑賞へのア
プローチ）について、サウンドスケープとサウンド・エデュ
ケーションをキーワードとして具体的な授業実践例を提示す
るとともに、新学習指導要領に示された〈資質・能力の育成
に関する3つの柱〉、〈協働〉及びActive Learning、音楽の
Universal Design(インクルーシヴ教育も含む）についても考
察する。本講習は音楽科教諭以外も対象とする。

今田　匡彦（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月31日 教諭
幼・小・中・高教
諭，特別支援教

諭
6,000円 18人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503277号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】創作に基づく音楽教育法

創作行為によって音楽の諸要素の働きを学んでいく活動を
実際に行い、その指導法と理論的な背景を学びます。また、
学校教育における音楽科の諸問題を取り上げながら、歌
唱、器楽、鑑賞と関連させた創作活動を中心とする統合的
な学びの在り方についても学びます。全体的に体験を基に
しながらその背景となる理念を学んでいきます。

清水　稔（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月20日 教諭
小・中・高等学校

音楽科教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503278号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】さまざまな美術　−美術鑑
賞の現在−

小学校図画工作および中学・高等学校美術における鑑賞の
授業について考察する。日本や各国・地域、そして古代から
現代までの美術作品のうち、それぞれの時代・地域に特有
の作品をいくつか取り上げて、その表現的特徴について説
明するとともに、図版等を用いた鑑賞の実践を行います。ま
た、現代のさまざまな社会問題（感染症やジェンダーなどの
観点を含む）に関連する作品を取り上げ、美術鑑賞と社会
の関わりについて考えると同時に、視覚のみならず聴覚や
触覚、嗅覚、味覚を協働させる鑑賞のあり方についても取り
上げます。

出　佳奈子（教育研究院人文科学領域准教授） 青森県弘前市 12時間
令和3年7月31日～
令和3年8月1日

教諭

小学校教諭・中
学校および高等
学校美術教諭、

幼稚園教諭

12,000円 25人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503279号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】ドラム缶からつくる旋律打
楽器スティールパンの製作

バケツ大のドラム缶をハンマーで叩いて旋律打楽器スティー
ルパンの小型版を製作します。
また，スティールパンが生まれたカリブ海地域の文化を学ぶ
とともに本物のスティールパンの演奏も体験します。
演奏に加えスティールパンの制作も行うことから，音楽科教
諭以外でも有益であると考えられるため受講対象とします。

冨田　晃（教育研究院教育・芸術領域准教授） 青森県弘前市 12時間
令和3年8月19日～
令和3年8月20日

教諭 全教諭 12,000円 12人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503280号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】基本から学ぶ柔道

中学校、高校の正課体育柔道の指導力向上を目的に実習
します。指導要領では基本動作とともに「攻防を展開する」こ
とが技能の目標として示されていますが、現場の先生方に
は安全上の不安を抱かれているのではないでしょうか。本
講習では、「正しい技術が安全性を向上させる」という理念
のもとに、指導者自身のスキルアップを図っていきます。ま
た、講習の内容は正課体育担当者だけでなく部活動の指導
者にも有益と思います。

高橋　俊哉（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月22日 教諭
全教諭（主に保健
体育教諭，部活
動指導教諭）

6,000円 25人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503281号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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弘前大学
【選択】幼児を対象とした運動指
導

前半は、幼児期の発達について理解を深めると共に、幼児
の運動遊び指導に用いる効果的な指導方法及び補助方法
について、理論と実践の両面から理解を深める。また、後半
は、幼児期の発達を踏まえたボール遊び・ボール運動等を
実践的に学ぶ。これらの活動を通して、幼児期運動指針で
も取り上げられている多様な動きや洗練された動きの体験
に結び付く指導方法についても理解を深める。

益川　満治（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）
杉本　和那美（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　講師）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月27日 教諭

幼稚園・認定こど
も園教諭、小学

校教諭（主に低学
年）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503282号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】ボールゲームの授業づく
り

小学校（高学年）、中学校、高校の正課体育ボールゲーム
の指導力向上を目的に実習します。指導要領ではベース
ボール型・ゴール型・ネット型と別れて明記されていますが、
各領域を網羅して指導することに不安や戸惑いを感じてい
るのではないでしょうか？本講習では、ボールゲームを
「ボール移動ゲーム」と捉え、生徒・児童に主体的な学び及
び深い学びを体感・実感させられる授業づくりの指導力向上
を図っていきます。本講習は部活動指導にも有益であること
から全教諭対象とします。

益川　満治（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月3日 教諭
全教諭（主に保健
体育教諭，部活
動指導教諭）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503283号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】生活習慣と健康

近年の保健医療において重要課題である生活習慣病につ
いてとりあげ教授します。また、学校生活や家庭生活におけ
るこどもの生活習慣や感染予防行動に関することを教授し
ます。　　　　　　　　　　　
○生活習慣病と予防（漆坂）　
○学校生活・家庭生活における生活習慣と感染予防(高橋)
○運動の効果（井瀧）

井瀧　千恵子（教育研究院医学系保健科学領
域　教授）
高橋　徹（教育研究院医学系保健科学領域　教
授）
漆坂　真弓（教育研究院医学系保健科学領域
准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503284号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】感染対策の基本

近年、さまざまな病原体やウイルスによる感染症が社会的
な問題となっています。本講習では、学校危機管理の観点
から、感染あるいは感染症対策として重要な基本的な知
識、技術を取り上げます。感染とは、感染症とは、人間の感
染防御機構、主な病原微生物に対する感染対策について、
講義と実習を交えて理解を深めます。

藤田　あけみ（教育研究院医学系保健科学領
域　教授）
佐藤　真由美（教育研究院医学系保健科学領
域　准教授）
工藤　ひろみ（教育研究院医学系保健科学領域
助教）
太田　一輝（教育研究院医学系保健科学領域
助教）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 36人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503285号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】メンタルヘルスの理解

本講座では、対人関係におけるコミュニケーションとその過
程に焦点をあてながら、心の健康に関する幅広い内容を演
習を交えて教授する。
（1）人間の心の健康について、他者と自己の２つの視点か
ら考察することによって、他者理解と自己洞察を深め、メンタ
ルヘルスの理解を目指す。（則包）
（2）思春期から高齢期までのメンタルヘルスを脅かす現状を
概観し、当事者とサポート側の双方のメンタルヘルスの理解
を目指す。（田中）

則包　和也（教育研究院医学系保健科学領域
准教授）
田中　真（教育研究院医学系保健科学領域　助
教）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503286号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】食べものと放射線

福島第一原子力発電所の事故後、懸念されている食品中
の放射性物質に関する正しい知識を学び、「食の安全」をわ
かりやすく情報発信できるようになることを目的とします。放
射線・放射性物質や人体影響についての基礎知識、食品中
の放射性物質に関する講義に加え、簡単な計算演習等の
実習を通じて、リスクコミュニケーション能力の向上を図りま
す。

小山内　暢（教育研究院医学系保健科学領域
助教）
對馬　惠（教育研究院医学系保健科学領域　講
師）
土屋　涼子（教育研究院医学系保健科学領域
助教）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503287号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】放射線の基礎と放射線看
護

身の回りの放射線等の放射線に関する基礎や放射線事故・
災害、その際の看護活動、医療に使われる放射線、放射線
看護について学びます。
○放射線の基礎(細川)
○放射線事故・災害時の看護活動(野戸)
○放射線治療の日常生活への影響(小倉)

細川　洋一郎（教育研究院医学系保健科学領
域　教授）
野戸　結花（教育研究院医学系保健科学領域
教授）
小倉　能理子（教育研究院医学系保健科学領
域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503288号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

弘前大学 【選択】子どもの急変時の対応

本講習では、学校安全や危機管理の立場から、子どもの身
体の健康観察時の基本、子どもや教職員の救急場面にお
ける緊急性の判断や初期対応、救急処置について取り上げ
ます。さらに、緊急時の対応について、講義と実習（シミュ
レーション教育など）を交えて理解を深めます。

藤田　あけみ（教育研究院医学系保健科学領
域　教授）
會津　桂子（教育研究院医学系保健科学領域
講師）
山崎　千鶴（弘前医療福祉大学　保健学部看護
学科　助教）
土屋　涼子（教育研究院医学系保健科学領域
助教）
太田　一輝（教育研究院医学系保健科学領域
助教）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 36人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503289号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】放射線とリスクコミュニ
ケーション

本講では放射線災害を想定し、地域住民や学校生徒・保護
者に対して説明する機会を持つ教員を対象として、放射線リ
スクコミュニケーションの基本的知識を教授し、事例をもとに
した演習を通し放射線リスクコミュニケーションの必要性を
以下の内容で意識づける。
1．講義｢放射線リスクコミュニケーションについて｣（則包）
2．講義｢放射線の人体に対する影響と防護について｣（對
馬）
3．演習｢リスクコミュニケーションに関するシミュレーション｣
（則包、北宮、對馬）

則包　和也（教育研究院医学系保健科学領域
准教授）
北宮　千秋（教育研究院医学系保健科学領域
教授）
對馬　惠（教育研究院医学系保健科学領域　講
師）

青森県弘前市 6時間 令和3年12月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年9月24日～
令和3年10月15日

令03-
10008-
503290号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】小学校プログラミング教
育入門

プログラミングについて全くの初心者の先生方向けです。プ
ログラミング教育実施の背景と意義，プログラミング的思考
の意味などについて講義を通して理解を深めます。また，実
践事例の紹介と複数の小学生向けプログラミングツール（教
材）の体験実習・演習を通してプログラミングの基礎的な知
識・技能を習得します。講習の最後に，演習で使用する教材
を使った実践案を構想し，発表していただきます。

上之園　哲也（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月17日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

6,000円 12人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503291号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】技術教育における問題解
決的な学習

技術教育における問題解決的な学習の理論と技術的問題
解決を促すための生徒へのアプローチや題材設定の在り方
についての講義を基礎に，実践事例の検討とプログラムに
よる計測制御に関する課題実習を行う。また，基礎理論と課
題実習の体験を踏まえ，受講者自身の実践を振り返り，講
習の成果と課題をまとめ，発表する。

上之園　哲也（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月30日 教諭
中学校技術科担

当教諭
6,000円 6人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503292号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】幼稚園における栽培活動
と藍染め

学校園（=校内に設置された農園や花園）での栽培活動は，
園児にとって土に触れることのできる貴重な機会であり，そ
こから学びうるものは多い（領域「環境」）。本講習では，学
校園での栽培活動に必要な土壌改良（講義と実演），クリア
カップなどを用いた容器栽培（実習），アイの栽培と火や薬
品を使わない藍染め（実習）を紹介する。屋外作業も可能な
服装・靴，作業手袋，持ち帰り袋を持参。

勝川　健三（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月31日 教諭
幼稚園教諭、特
別支援学校教諭

6,000円 10人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503293号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】マイコンで学ぶ計測と制
御

マイコン(Arduino）を使用してデータの入出力の実験を行い
ます。いろいろなセンサ（光、音、温度、放射線など）からの
信号を処理・表示できます。単純な直流モータからサーボ
モータまでの制御もできます。これら（計測と制御）を組みあ
わせればメカトロニクスシステムが作れます。実際の移動ロ
ボットシステム等について最近の研究成果を紹介します。

竹囲　年延（教育研究院自然科学系安全システ
ム工学領域　助教）
長井　力（教育研究院自然科学系安全システム
工学領域　助教）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月31日 教諭

工業高校教諭お
よび中学校、高
等学校の理科及
び技術の教諭

6,000円 10人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503294号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】小学校教員のためのプロ
グラミング入門

本講習では，プログラミングに関する学習経験の無い教員
および学習経験の少ない教員を対象として，プログラミング
とはどのような行為か，プログラムによってどのようなことが
できるのかといったプログラミングの基礎について，教育用
のプログラミング言語を用いて体験的に学習する．

櫻田　安志（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

6,000円 8人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503295号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

弘前大学
【選択】小学校教員のためのプロ
グラミング入門

本講習では，プログラミングに関する学習経験の無い教員
および学習経験の少ない教員を対象として，プログラミング
とはどのような行為か，プログラムによってどのようなことが
できるのかといったプログラミングの基礎について，教育用
のプログラミング言語を用いて体験的に学習する．

櫻田　安志（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県むつ市 6時間 令和3年8月8日 教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

6,000円 8人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503296号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】人と関わるメカトロニクス
技術

計測制御技術は、産業界の他、医療分野でも実用化されて
いますが、そこには数学物理を基礎とした機械工学や電子
情報工学のほか、人間の特性を扱う解剖学や心理学など、
多様な分野の知識が必要とされます。本講習では、それら
の知識を融合して研究開発された自動採血ロボットや慣性
センサ式モーションキャプチャシステムなどについて、数学
や物理の知識と関連づけて研究内容を解説します。

佐川　貢一（教育研究院自然科学系安全システ
ム工学領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月23日 教諭

中学校・高等学
校数学・理科・技
術家庭教諭，工

業高校教諭

6,000円 10人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503297号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】青森りんごの歴史と経済

農業は、農産物を作る営みであるだけでなく、農産物をお金
に換える営みでもあります。人々の生活を豊かにするだけで
なく、農家の生活を維持する営みです。青森県において生
産される主要な農産物であるりんごを題材に、その歴史、生
産、流通、加工、消費、貿易等の各側面について、経済的な
視点から学びます。

成田　拓未（教育研究院自然科学系農学・生命
科学領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月23日 教諭 全教諭 6,000円 10人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503298号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】幼児教育・保育における
木製遊具の活用

幼児教育・保育における積み木を中心とする木製遊具の有
効性について理解を深めるとともに，幼児教育・保育で活用
できる木製遊具に関する基礎的な知識と技能，指導法を学
習する。具体的には理論に関する講義と木材を用いた遊具
を構想・製作し，それらの活用方法について発表する。

廣瀬　孝（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）
武内　裕明（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年12月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 8人
令和3年9月24日～
令和3年10月15日

令03-
10008-
503299号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】技術教育における問題解
決的な学習

技術教育における問題解決的な学習の理論と技術的問題
解決を促すための生徒へのアプローチや題材設定の在り方
についての講義を基礎に，実践事例の検討とプログラムに
よる計測制御に関する課題実習を行う。また，基礎理論と課
題実習の体験を踏まえ，受講者自身の実践を振り返り，講
習の成果と課題をまとめ，発表する。

上之園　哲也（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年12月24日 教諭
中学校技術科担

当教諭
6,000円 6人

令和3年9月24日～
令和3年10月15日

令03-
10008-
503300号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】小学校プログラミング教
育入門

プログラミングについて全くの初心者の先生方向けです。プ
ログラミング教育実施の背景と意義，プログラミング的思考
の意味などについて講義を通して理解を深めます。また，実
践事例の紹介と複数の小学生向けプログラミングツール（教
材）の体験実習・演習を通してプログラミングの基礎的な知
識・技能を習得します。講習の最後に，演習で使用する教材
を使った実践案を構想し，発表していただきます。

上之園　哲也（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年12月28日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

6,000円 12人
令和3年9月24日～
令和3年10月15日

令03-
10008-
503301号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】社会の変化に対応する家
庭科の授業づくり

本講習では、社会の変化に対応する家庭科の学習指導に
資することを目的としています。家庭生活の変容および家庭
科学習の現状について把握するとともに、各学習領域の基
礎的・基本的な知識・技能について講義・実験・実習を行
い、今後の教材研究や授業づくりに活用することができるよ
うにします。受講者の実践上の課題に対応できるようにし、
各校種における学習指導のさらなる充実を図ります。

李　秀眞（教育研究院人文社会・教育学系社会
科学領域　准教授）
北原　啓司（教育研究院地域イノベーション学
系戦略的融合領域　教授）
安川　あけみ（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　教授）
加賀　恵子（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 12時間
令和3年7月17日～
令和3年7月18日

教諭
小学校教諭，中･
高等学校教諭

（家庭科）
12,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503302号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】英語における動詞の種類

言語を科学的に分析する生成文法研究の理論的知見に基
づき、英語における自動詞と他動詞をさらに細分化し、それ
らを伴う文の解釈や構造を考察することで、それらの使用法
についての理解を深める。

近藤　亮一（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月10日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503303号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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弘前大学 【選択】授業に生かす英語教育学

様々な指導法や学習活動が提案され続ける英語授業につ
いて、①歴史的な流れを振り返る。②それぞれのねらいと長
所や短所を考察する。③演習として実際に授業を組み立て
てみる。以上の3つのことを通して考察します。
また、技能統合やアクティブラーニングについて、参加者全
体でのディスカッションを通して理解を深めます。

佐藤　剛（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月21日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503304号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】英語読解問題を考える

近年、「英語で英語を理解する」必要性がしばしば言われる
なか、一昔前までは訳読が中心であった英語長文読解問題
のあり方についても見直しがなされつつあります。本講習で
は、大学入試にも取り入れられることの多い英語外部試験
の問題形式なども参考としながら、授業においてどのような
英語読解問題が有効なのかについて、受講者の皆さんとと
もに主にワークショップ形式で考えていきます。

堀　智弘（教育研究院人文社会・教育学系人文
科学領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月21日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 28人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503305号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】養護教諭実践の再確認と
これから（A）

学校全体で子ども達や教職員の様々な健康・安全上の問題
を解決するために，専門職としての養護教諭に求められる
以下のようなテーマを取り上げます。
１．学校における感染症対策：学校における感染症対策及
び感染症予防対策について学び，児童生徒の感染症予防
に関しての実践能力育成について考えます。
２．疾患を有する児童生徒の管理と支援：学校で気をつけて
欲しい児童生徒の病気について考えます。
※本講習はオンデマンド型となります。

葛西　敦子（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）
田中　完（教育研究院臨床医学領域　教授）

インターネット 6時間
令和3年7月5日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭

養護教諭・養護
教諭と教諭の両
方の免許を有す

る教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503306号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】養護教諭実践の再確認と
これから（B）

学校全体で児童生徒らの様々な健康・安全上の問題を解決
するため，専門職としての養護教諭に求められる以下のよう
なテーマを取り上げます。
１、現代的健康課題を抱える子供たちへの支援事例を通し
て，養護教諭の健康相談における新しい視座を学びます。
２、学習指導要領改訂や現代の教育課題を踏まえ，生涯に
わたる健康のための健康教育について考えます。
※本講習はオンデマンド型となります。

新谷　ますみ（教育研究院人文社会・教育学系
教育・芸術領域　准教授）
原　郁水（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　講師）
小林　央美（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

インターネット 6時間
令和3年7月5日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭

養護教諭・養護
教諭と教諭の両
方の免許を有す

る教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503307号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】特別支援学校等における
指導の実際

本時では、特別支援学校における実践・教諭の授業力向上
を企図している。具体的には、主として弘前大学教育学部
附属特別支援学校で取り組んでいる研究及び事業（スポー
ツ推進、キャリア・就労支援）等を取り上げながら、現在特別
支援学校に求められている実践的課題について考察する。

天海　丈久（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）
増田　貴人（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）
栩内　伸子（教育学部非常勤講師）
加賀谷　紀（教育学部非常勤講師）
中嶋　美樹（教育学部非常勤講師）
岡田　一也（教育学部非常勤講師）
鳴海　愛子（教育学部非常勤講師）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月2日
教諭

養護教
諭

特別支援学校の
教諭・養護教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503308号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】特別支援学校における重
複障害の子供の教育課程

特別支援学校における重複障害の子供の教育課程のうち、
「特別支援学校（知的障害）教科代替の教育課程」と「自立
活動を主とした教育課程」について、新しい特別支援学校小
学部・中学部学習指導要領等を参照・解説しながら、児童生
徒の障害の状況や発達の段階に即した教育課程編成の在
り方を考察します。またその際、教育課程編成の要となる自
立活動の教育課程上の位置づけについても言及します。

天海　丈久（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月17日
教諭

養護教
諭

特別支援学校の
教諭・養護教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503309号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

弘前大学
【選択】特別な支援を要する幼児
の保育

本時においては、特別な支援を要する幼児の保育につい
て、なかでも、支援者の資質、“燃え尽き”や保育環境設定
の観点から、それぞれ諸議論を紹介するとともにそれらをふ
まえた事例検討を行って、今後の保育支援につながる示唆
を得ようとするものである。保育・幼児期の教育をテーマに
する関係上、主な受講対象者は乳幼児の保育に直接関係
する者（幼保連携型認定こども園保育教諭や幼稚園教諭、
特別支援学校幼稚部など）に合わせた内容とする。

増田　貴人（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）
松浦　淳（青森中央短期大学　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月10日 教諭
保育教諭、幼稚

園教諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503310号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学 【選択】乳幼児保育の現在と課題

本講習では、乳幼児保育の現状と課題についての講義（一
部演習含む）を行う。なかでも、“気になる”子どもをめぐる保
育や、幼小連携・接続をはじめとする保育の歴史・制度的課
題、マネジメント、施設管理の視点を主に扱い、今後の保
育・幼児期の教育の展望を考察する。保育・幼児期の教育
をテーマにする関係上、主な受講対象者として幼保連携型
認定こども園保育教諭や幼稚園教諭（特別支援学校幼稚部
を含む）等、保育・幼児期の教育に直接関係する者を念頭
におく。

増田　貴人（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）
武内　裕明（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月17日 教諭
保育教諭、幼稚

園教諭
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503311号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】特別な支援を要する幼児
の保育

本時においては、特別な支援を要する幼児の保育につい
て、なかでも、支援者の資質、“燃え尽き”や保育環境設定
の観点から、それぞれ諸議論を紹介するとともにそれらをふ
まえた事例検討を行って、今後の保育支援につながる示唆
を得ようとするものである。保育・幼児期の教育をテーマに
する関係上、主な受講対象者は乳幼児の保育に直接関係
する者（幼保連携型認定こども園保育教諭や幼稚園教諭、
特別支援学校幼稚部など）に合わせた内容とする。
※本講習はオンデマンド型となります。

増田　貴人（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月5日～
令和3年8月31日

教諭
保育教諭、幼稚

園教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503312号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】家族で楽しむ健康食づくり
～免疫力を高める週間メニュー
～

昨年度から1年間新型コロナウイルス感染症による影響で
改めて家庭での食事づくりについて関心が高まっています。
コロナに負けない健康な体を作るためには、栄養バランス
のとれた食事と免疫力をあげる抗酸化作用のある食材を取
り入れることが大切です。また時間栄養学を取り入れて朝
食、昼食、夕食の効果的な食べ方が必要です。忙しい毎日
の生活の中で簡単で美味しく、家族が楽しめる食事づくりか
らの食育を提案します。

妹尾　良子（東北女子大学　家政学部　教授）
花田　玲子（東北女子大学　家政学部　助教）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、小・中・高

等学校教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503313号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】体づくりの栄養と生活習
慣病予防の食育

子どもがすこやかに成長し、病気にならないためにはいつ、
何を、どのように食べるとよいか講義を行う。 スポーツ栄養
の基礎にもふれ、生涯にわたる生活習慣病予防のために、
子どもの体づくりと栄養をどのように考えるとよいか講義を
行う。また、栄養教諭による肥満やスポーツ栄養等の個別
的な相談指導にもふれる。

今村　麻里子（東北女子大学　家政学部　准教
授）
前田　朝美（東北女子大学　家政学部　准教
授）

青森県弘前市 6時間 令和3年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、小・中・高

等学校教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503314号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp

弘前大学
【選択】演劇的手法を活用した授
業づくり

演劇的手法は、身体を動かし、協同の作業や話し合いを通
して、架空の世界を生み出し、学習を促進する方法である。
本講義においては、クラスの集団づくりに役立つアイスブレ
イク、国語や道徳におけるロールプレイ等、リサーチと組み
合わせながら全身を使ったプレゼンテーションなどの演劇的
手法の運用と理論、日本での実践の蓄積を実際の活動を
通して学ぶ。本講習は小学校・中学校・高等学校全科目の
教諭を対象とする。

宮崎　充治（教育研究院人文社会・教育学系教
育・芸術領域　教授）

青森県弘前市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10008-
503315号

0172-39-3315
http://www.hirosaki-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手大学
【選択】体験プログラムによる人
間関係作り

学校教育における保健室登校や適応指導の問題は、子ど
もたちのコミュニケーション能力が不足していることも要因の
一つと考えられる。本講習では、「班」「学級」等のグループ
を活かした人間関係作りの在り方について、出会いの演習
から信頼関係をつくりあげる演習まで、段階的・体験的に進
めていきます。

田中　吉兵衛（教員養成支援センター非常勤講
師）
工藤　孝（国立岩手山青少年交流の家　企画指
導専門職）

岩手県滝沢市 6時間 令和3年7月29日
教諭

養護教
諭

幼・小学校教諭、
養護教諭

6,000円 30人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503406号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】安全面に配慮した自然体
験活動の実際

本講習では、集団宿泊体験や自然体験活動を実施するに
あたり、教員が指導・引率すると想定し、実際に考えられる
危険とその予防や対策について学びます。また、野外炊事
やショコラオリエンテーリングを体験しながら、考えられるリ
スクと回避するための配慮事項について演習的に考えま
す。

澤村　省逸（教育学部准教授）
鈴木　茂（国立岩手山青少年交流の家　企画指
導専門職）

岩手県滝沢市 6時間 令和3年7月30日
教諭

養護教
諭

幼・小学校教諭、
養護教諭

6,000円 50人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503407号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】学習指導要領の趣旨を生
かした、教科指導の在り方

本講習では，学習指導要領の趣旨を生かした授業作りにつ
いて解説するとともに，映像によって実際の授業を振り返っ
たり，資料をもとに授業のねらいや教材解釈や指導法の工
夫について実践的に学びます。幼小連携の観点から，幼稚
園教諭も対象とします。

阿部　智央（教育学部附属小学校教諭）
堀篭　謙友（教育学部附属小学校教諭）
金子　裕輔（教育学部附属小学校教諭）
菅原　純也（教育学部附属小学校教諭）

岩手県盛岡市 6時間 令和3年8月3日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 42人

令和3年5月14日～
令和3年6月3日

令03-
10009-
503408号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】特別支援教育の指導の
実際

本講習では、特別支援教育の要点、本校教育の基本的考
え方、児童生徒一人一人が“今”主体的に活動できる授業
づくり（構想及び視点）、本校小、中、高等部の教育課程及
び授業実践（各教科等を合わせた指導）、できる状況づくり
等、知的障害を対象とする教育の実際について学びます。

安久都　靖（教育学部附属特別支援学校教諭）
佐々木　弥生（教育学部附属特別支援学校教
諭）
熊谷　知子（教育学部附属特別支援学校教諭）
齋藤　絵美（教育学部附属特別支援学校教諭）
湯沢　幸己（教育学部附属特別支援学校養護
教諭）
藤谷　憲司（教育学部附属特別支援学校副校
長）

岩手県盛岡市 6時間 令和3年8月3日 教諭
小・中・高校教

諭、特別支援学
校教諭

6,000円 40人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503409号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】岩手の復興教育の実践と
課題

東日本大震災発災時から10年の歩みについての講義か
ら、各自の10年を振り返る。また、岩手県が推進する「いわ
ての復興教育」の基本理念と教育目標を理解する。各学校
の復興教育に係る各自の課題を明確化し、その課題解決に
向けた取組をそれぞれの立場で考える。

加藤　孔子（教員養成支援センター特命教授） 岩手県盛岡市 6時間 令和3年8月5日 教諭
幼・小・中・高校

教諭
6,000円 200人

令和3年5月14日～
令和3年6月3日

令03-
10009-
503410号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】特別支援教育指導法

インクルーシブ教育システムの構築に向けた今日的動向に
関わる論点を踏まえ、特別支援学校、特別支援学級、通常
の学級それぞれの場における特別支援教育の実践と課題
について、指導・支援の具体的な方法に着眼し概説する。

佐々木　全（大学院教育学研究科准教授） 岩手県盛岡市 6時間 令和3年8月5日 教諭
幼・小・中・高校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 200人

令和3年5月14日～
令和3年6月3日

令03-
10009-
503411号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】中国古代の漢字と書

古代の中国で誕生した漢字は、日本でも日常生活に不可欠
な文字として定着した一方、その造形性を美の対象として捉
える書芸術としても発展してきました。本講習では、中国古
代における漢字の変遷について、書の観点を交えながら概
説します。また、漢字の中でも古文字に属す甲骨文や金文
について、解読したり鉛筆で書いたりして身近に感じること
ができるよう簡単な実習も行う予定です。

矢野　千載（盛岡大学　文学部教授） 岩手県滝沢市 6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校・高等学
校教諭（国語）

6,000円 30人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503412号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】幼稚園教育活動の実際
「遊びによる教育」の質を高めるための幼児理解及び環境
構成や援助についての理解を深めるため、保育実践ビデオ
や事例を基にした講義やグループ討議、演習を行う。

千葉　紅子（教育学部附属幼稚園副園長）
渡邉　奈穂子（教育学部附属幼稚園教諭）
髙橋　文子（教育学部附属幼稚園教諭）
餘目　陽子（教育学部附属幼稚園教諭）
小野　章江（教育学部附属幼稚園教諭）
川村　真紀（教育学部附属幼稚園養護教諭）

岩手県盛岡市 6時間 令和3年8月6日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校
教諭、養護教諭

6,000円 50人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503413号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手大学
【選択】発達の偏りやつまづきが
ある子どもの理解と支援

・「困っている」子どもについて、発達や愛着（アタッチメント）
の視点から理解を深める。
・子どもの気持ちに添いながら，行動特性に応じた支援方法
について学び合う。
・ケース検討を通して，チーム支援の在り方を学び合う。

大久保　牧子（岩手県立大学　看護学部講師） 岩手県滝沢市 6時間 令和3年8月6日
教諭

養護教
諭

幼・小学校教諭、
養護教諭

6,000円 40人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503414号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】音環境を考えながら音楽
を楽しく学ぶ

音環境について、具体的に㏈を調べる。年齢別「拍」と「音
感」教育。障害者のために開発されたタッチベル、カホンな
どを使ったピアノ初心者プログラム。音楽とリズムの楽しい
身体表現。スリーコードでの弾き歌い伴奏法。

鈴木　美樹子（修紅短期大学　幼児教育学科教
授）

岩手県一関市 6時間 令和3年8月6日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 35人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503415号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】幼児のための造形表現
実技制作を行ないます。幼児のための造形表現の意義や
役割について理解を深め、造形表現で使用する素材や道具
についての理解も深めます。

佐藤　惠一（修紅短期大学　幼児教育学科教
授）

岩手県一関市 6時間 令和3年8月6日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 18人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503416号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】教材研究の在り方

教材研究を、「教育（教科）の目的（目標）と教材の編成・構
造化」「子どもの発達段階（認識過程）と教材の編成・開発・
工夫」「授業のなかでの教材提示の工夫」「教材・教具づくり
（実習）」などの視点から見直し、授業実践力向上に役立つ
ようにする。

吉田　幹伸（教員養成支援センター准教授） 岩手県盛岡市 6時間 令和3年8月7日 教諭
幼・小・中・高校

教諭
6,000円 200人

令和3年5月14日～
令和3年6月3日

令03-
10009-
503417号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】中学校学習指導要領の
趣旨を生かした授業づくり

本講習では、学習指導要領の趣旨を生かした学習指導の
在り方について、授業実践例を通して学びます。本学附属
中学校の授業実践などをもとに、主体的･対話的で深い学
びの実現に向けた授業づくりや、三観点に沿った評価の在
り方等について､講義･演習を行います。また、ＩＣＴの活用な
ど喫緊の教育課題についても取り上げます。

三浦　隆（教育学部附属中学校　副校長）
芳門　淳一（教育学部附属中学校　主幹教諭）
髙橋　走（教育学部附属中学校　教諭）
加藤　佳昭（教育学部附属中学校　教諭）
平澤　傑（教育学部附属中学校　教諭）

岩手県盛岡市 6時間 令和3年8月7日 教諭 中学校教諭 6,000円 40人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503418号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】英語母語話者発音に接近
するための簡易モデル

講習では①日本人の英語発音時の母音の嵌入をいかに捉
え英語母語話者の発音を目指すか、②英語発音教育は科
学教育たり得るかを検証する。日本語の音節は「子音＋母
音」の結合となっているという一般的想定がある。これにより
日本人が英語発音を試みる際に「ツリー」（tree）のように子
音クラスタ［ｔｒ］内に母音を嵌入させてしまうという説明がなさ
れることを事例として取り上げる。

髙橋　幸雄（盛岡大学　文学部教授） 岩手県滝沢市 6時間 令和3年8月7日 教諭
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 50人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503419号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】幼児教育法「子どものあ
そびをどうみるか」

今般の幼稚園教育要領の改訂において、身近な環境との
関わりの中で、気づき、取り込み、考えたりする「幼児の見
方・考え方」が重要なポイントとしてあげられています。この
ことは、同時にそれを実践に繋げる教師自身の見方・考え
方も問われることになるのです。本講習では、生活の中で起
こる様々なことについて、どのように見て、考えるのか、他受
講生との議論等を通しながら自らの「見方・考え方」の問い
直しを行うことを目的とします。

石川　悟司（盛岡大学　文学部教授） 岩手県滝沢市 6時間 令和3年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503420号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】小学校音楽科の授業での
ＩＣＴ活用

楽譜作成ソフトMuseScoreを用いた授業で活用できる音楽
データ作成の演習や、ＩＣＴを活用した音楽教育の実践事例
について、講義・演習を行います。
受講者の実践上の悩みに対応しながら解決に向けた知見
や方策を提示することを通して、小学校音楽指導の充実を
図ります。

山口　亮介（盛岡大学　文学部准教授） 岩手県滝沢市 6時間 令和3年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503421号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手大学
【選択】小学校英語教育における
各種活動で遊んでみよう！

小学校英語教育についての講義（授業の前半）と演習（授業
の後半）を行います。各単元のねらいに基づく授業作りのデ
ザインについて講義・演習をします。具体的に、授業の固定
化、各種活動（ゲーム・歌・絵本・英語人形劇・英語紙芝居な
ど）、及び評価の概念や評価方法などについての内容で
す。そして、講義・演習で実際の授業で使える活動を取り入
れます。最終的に、英語を使ってみたいと感じる小学校英語
の内容を提供します。

石濵　博之（盛岡大学　文学部教授） 岩手県滝沢市 6時間 令和3年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 25人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503422号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】教育・保育に活かせる自
然体験活動

本講習では、自然を活用した保育実践の重要性について解
説するとともに、身近な自然環境を活用した保育実践を体
験的に学びます。併せて、子どもを取り巻く昨今の諸課題に
ついて理解を深めるとともに、国内外で注目される「自然保
育」の価値について解説を行います。また、実際のフィール
ドを活用し、体験学習法に基づいた教育手法を学ぶととも
に、リスクマネジメントの観点についても実践例を交えて学
びます。

及川　未希生（盛岡大学　短期大学部助教） 岩手県滝沢市 6時間 令和3年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 25人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503423号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】子どもの発達支援につい
て

気になる子どもについて、発達障害や愛着障害の視点から
理解を深める。診断はついていないが、「発達」「行動特性」
「集団行動」などの特別な配慮を要する子どもの気持ちに
添った支援方法について理解を深める。

嶋野　重行（盛岡大学　短期大学部教授）
石川　正子（盛岡大学　短期大学部教授）

岩手県滝沢市 6時間 令和3年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 60人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503424号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】子どもの造形表現と言葉
の育み

子どもの造形活動を理解する上で、「線」「色」「形」といった
造形の基礎要素に立ち返り、異なるテーマ毎の演習を通し
造形表現の“はじまるところ”を考える。また、子どもの「言
葉」を豊かに育むための環境や援助について、保育の原理
に基づいた視点で確認し、スキルアップを図る。

長谷川　誠（盛岡大学　短期大学部教授）
岸　千夏（盛岡大学　短期大学部准教授）

岩手県滝沢市 6時間 令和3年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503425号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】おいしさを科学する学校
給食とICTを活用した食育実践

調理科学の側面から給食に求められていることは何か、食
材のおいしい調理法など、食育とのつながりから解説しま
す。SDGｓとの関連性についても触れます。加えてICTを活
用した食に関する指導の方法、教材作成などについて先進
的な食育実践を通して学びます。さらに養護教諭と連携した
健康教育の指導の実際についても検討します。

村元　美代（盛岡大学　栄養科学部教授）
川越　有見子（盛岡大学　栄養科学部教授）

岩手県滝沢市 6時間 令和3年8月7日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭、栄
養教諭

6,000円 40人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503426号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】音環境を考えながら音楽
を楽しく学ぶ

音環境について、具体的に㏈を調べる。年齢別「拍」と「音
感」教育。障害者のために開発されたタッチベル、カホンな
どを使ったピアノ初心者プログラム。音楽とリズムの楽しい
身体表現。スリーコードでの弾き歌い伴奏法。

鈴木　美樹子（修紅短期大学　幼児教育学科教
授）

岩手県一関市 6時間 令和3年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 35人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503427号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】食品に関する最近の話題
食品の加工例に関する近年の動きを知り、加工食品および
伝統食品を題材とした食に関する指導の展開の例にふれ、
食に関する指導の知見を深める。

髙橋　秀子（修紅短期大学　食物栄養学科教
授）

岩手県一関市 6時間 令和3年8月7日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 10人

令和3年5月14日～
令和3年6月3日

令03-
10009-
503428号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】学校と地域連携の在り方

戦後の「コミュニティスクール」論から近年の学校と地域の連
携論・融合論にも触れながら、現在取り組まれている「放課
後子どもプラン」や「学校支援地域本部事業」等の学校と地
域の連携事業の意義や必要性、また連携の課題や方法に
ついて理解を図る。併せて、子どもの発達支援だけでなく、
学校や地域づくりにも資する取組であることを理解させる。
なお、岩手県独自の運動である「教育振興運動」についても
言及する。

新妻　二男（教育学部非常勤講師） 岩手県盛岡市 6時間 令和3年8月8日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 200人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503429号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手大学
【選択】幼児教育者の為の〝言
葉と表現″

子どもが言葉を得て、自己表現していけるようにするには、
まず〝お話をきく″たのしみをたっぷりと与えていくことが大
切です。近年、電子メディアの登場により、子どものあそび
は大きく変化し、それは言葉の獲得へも影響を与えていま
す。人と人とが直接関わり、想像力を育てるあそびを体験
し、幼児教育者として何をなすべきかを学びとって頂きます。

丸山　ちはや（盛岡大学　短期大学部助教） 岩手県滝沢市 6時間 令和3年8月8日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503430号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】学力向上を目指す学校教
育の在り方

今日、幼児、児童生徒の学習意欲の低下や生活習慣の乱
れなどが指摘されている。また、生活習慣がしっかりしてい
る児童生徒の学力が高いという調査報告もある。そこで、こ
の講座では、まず、児童生徒の学力についての課題を明ら
かにし、その後、学力の向上の取り組みは、単に学習指導
のみによるものではないという認識にたち、学習や生活の
「しつけ」指導をどのように学校全体で取り組むかについて
考える。

立花　正男（大学院教育学研究科教授） 岩手県盛岡市 6時間 令和3年8月9日 教諭
幼・小・中・高校

教諭
6,000円 200人

令和3年5月14日～
令和3年6月3日

令03-
10009-
503431号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】子どもの主体的な活動と
しての保育を考える

遊びを中心にした子どもの主体的な活動ということで、子ど
もの気付きや子どもたちから様々なやってみたいという活動
の提案を保育に活かそうとすると、計画の見通しが立たず、
計画通り進まないことへの不安があるということを聞くことが
あります。本講習では、保育実践の事例を通して幼児期に
育みたい資質・能力について触れながら、子どもの主体的
な活動としての指導計画の考え方について見直し、環境構
成や援助について理解を深めることを目的とします。

岩崎　基次（盛岡大学　短期大学部准教授） 岩手県滝沢市 6時間 令和3年8月9日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503432号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】学習障害の特性理解と指
導

学習障害とは「基本的には全般的な知的発達に遅れがない
が、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のう
ち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態
を指す」（文部科学省, 1999）とされる。本講習では、学習障
害の状態像と背景的認知的特性、特性に応じた指導・支援
方法について解説する。

鈴木　恵太（教育学部准教授） 岩手県盛岡市 6時間 令和3年8月10日 教諭
幼・小・中・高校
教諭、特別支援

学校教諭
6,000円 200人

令和3年5月14日～
令和3年6月3日

令03-
10009-
503433号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】幼児のための造形表現
実技制作を行ないます。幼児のための造形表現の意義や
役割について理解を深め、造形表現で使用する素材や道具
についての理解も深めます。

佐藤　惠一（修紅短期大学　幼児教育学科教
授）

岩手県一関市 6時間 令和3年8月10日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 18人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503434号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学 【選択】行動からみる人間関係

集団形成や社会的スキルなどについて解説するとともに、
社会生活における望ましい習慣や態度を獲得するための行
動を増やすには、どのような援助が適切か実践を通して理
解を深める。

中尾　彩子（修紅短期大学　幼児教育学科助
教）

岩手県一関市 6時間 令和3年8月10日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和3年5月14日～

令和3年6月3日

令03-
10009-
503435号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

岩手大学
【選択】子どもの心とからだを育て
る食育

「食」は子どもたちにとって身体の発育だけでなく、人間性を
養うコミュニケーションツールでもある。近年の子どもの実態
を把握し、「子どもの心とからだ」の健全な発育に必要な「食
事の楽しさ」および「食育」のあり方について考える。講義お
よびグループワークを取り入れながら、実際に事例研究を
行ない、討議し、理解を深める。

横山　恵（修紅短期大学　食物栄養学科助教） 岩手県一関市 6時間 令和3年8月10日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 10人

令和3年5月14日～
令和3年6月3日

令03-
10009-
503436号

019-621-6308
https://www.iwate-
u.ac.jp

宮城教育大学
【選択】家庭科の新しい知識（食
物）

家庭科の食物領域について、栄養素の代謝と肥満のメカニ
ズム、そして生活習慣病であるメタボリックシンドロームに関
する内容を取り上げてその説明を行い、食生活と健康との
関連を理解する助けとする。また、受講者自身の食物摂取
頻度と生活活動を簡易調査によって推定し、自己の食生活
状況を分析し、栄養バランスについて考える。また、子ども
の教育と食事についてTEDの話しを紹介し、日本も食教育
についても考える。

亀井　文（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年7月10日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

家庭科教諭
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505259号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宮城教育大学
【選択】外国につながる子どもへ
の支援を考えよう

日本の学校では、外国籍の子どもや国際結婚家庭の子ども
など、異なる言語や文化背景を持つ「外国につながる子ど
も」が増えています。この講座では、このような子どもを取り
巻く現状と課題を理解し、教育や支援の在り方について考
えます。具体的には、子どもや保護者とのコミュニケーション
の取り方、学校での日本語や教科学習支援の方法などにつ
いて、講義やグループワークなどを通して学びます。どなた
でも受講できます。

高橋　亜紀子（教員キャリア研究機構教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年7月10日 教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 25人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505260号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】体育・スポーツ運動の分
析と指導

体育・スポーツ運動について、スポーツバイオメカニクス、
コーチング論およびスポーツ運動学の視点から、運動分析
の基本と、児童・生徒の発達段階に応じた指導方法につい
て解説する。体育・保健体育の授業や運動部活動に役立つ
内容としたい。

池田　晃一（教育学部教授）
木下　英俊（教育学部教授）

宮城県仙台市 6時間 令和3年7月10日 教諭

小学校教諭、中
学校・義務教育
学校・高等学校・
中等教育学校保

健体育教諭

6,000円 25人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505261号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】子どもの貧困・虐待・権利
をめぐる展望と課題

子どもを取り巻く環境は変化し、子どもの貧困問題や子ども
虐待は日々深刻化している。その背景には複雑化する社会
構造の変化があり、大人社会の格差や雇用不安が影響して
いる。こうした状況は、子どもたちの生活にも直接的に影響
を及ぼし、親の貧困は子どもの学力や進路にも影響を与
え、子ども虐待の温床にもなっている。今回の研修では、こ
うした子どもの権利擁護の在り方について、歴史的・社会的
視点から学んでいく。

佐藤　哲也（教育学部教授）
千葉　喜久也（仙台大学　教授）

宮城県仙台市 12時間
令和3年7月10日～
令和3年7月11日

教諭
養護教

諭

幼稚園・認定こど
も園・小学校・特
別支援学校教
諭、養護教諭

12,000円 40人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505262号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】ピアノ演奏技術の向上

学校現場において必要となるピアノの演奏技術の向上を目
的とした講習です。受講者各々に、あらかじめ数分程度のピ
アノ独奏曲を準備して来てもらいます（ソナチネ程度以上の
クラシック音楽の楽曲）。講習ではその曲の演奏に対して実
技指導を行う事によりピアノ演奏技術の向上を目指します。

倉戸　テル（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年7月11日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽教諭
6,000円 10人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505263号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】未来を主体的に生き抜く
生徒の育成～国語・社会・数学・
理科・英語～

本校の研究課題「未来を主体的に生き抜く生徒の育成」の
もと、中学校国語科・社会科・数学科・理科・英語科（いずれ
か１教科を選択）の提案授業を参観し、生徒たちがそれまで
の学習活動を振り返り、学ぶことへの興味・関心を持ち続け
ながら、見通しを持って粘り強く、主体的かつ対話的な深い
学びを実現するために必要な授業づくりについて検討する。

吉村　敏之（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）
米川　聡（非常勤講師）
本田　伊克（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻准教授）
西川　洋平（非常勤講師）
八木　俊樹（非常勤講師）
菅原　和朗（非常勤講師）
海野　康太（非常勤講師）

宮城県仙台市 6時間 令和3年7月16日 教諭 中学校教諭 6,000円 50人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505264号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】ボール運動指導法（タグラ
グビーを中心に）

小学校ボール運動の授業づくりについて、理論と実技を通し
て学ぶ。教材は、新学習指導要領で「陣地を取り合うゴール
型」に位置づけられた「タグラグビー」系を取り上げる。低学
年の「鬼遊び」から、中学年の「易しいゲーム」、高学年の
「簡易化されたゲーム」への発展系統も意識しながら、初心
者でも楽しめるタグラグビー教材の指導法について学びを
深める。

沼倉　学（教育学部講師） 宮城県仙台市 6時間 令和3年7月17日 教諭
小学校教諭、中
学校保健体育教

諭
6,100円 24人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505265号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】３Dプリンタの教育利用

近年、各方面での導入が進んでいる３Dプリンタについて、
その動作原理や３Dデータの作成を含んだ使用方法につい
て、学校教育への導入を見据えてわかりやすく解説するとと
もに、諸外国での事例を含んだ先駆的な取り組みについて
紹介する。

門田　和雄（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年7月17日 教諭

小学校教諭、中
学校・高校教諭
（技術・工業、美
術、理科、数学）

6,100円 25人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505266号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】日本語の表現と文体

本講習では、まず、絵本・児童読み物や小説・物語教材を読
みながら、文章表現の特色と味わいに触れた後、受講者各
人の創作した散文詩の表現と鑑賞を通じて声で表現（また
受容）することの意義を再確認したい。あわせて声と文字と
の表現性の違いを楽しみながら体感しつつ、声によって効
果的に伝える方法を考えてみる。

遠藤　仁（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年7月31日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
6,000円 25人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505267号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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宮城教育大学 【選択】小学校社会科教育法

新小学校学習指導要領の特徴を踏まえ、小学校社会科に
必要な社会科教育学や歴史学・社会学などに関する講義を
行う。また討論などの活動も取り入れ、授業実践上の課題
についても理解を深める。

吉田　剛（教育学部教授）
堀田　幸義（教育学部准教授）
山内　明美（教育学部准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和3年7月31日 教諭 小学校教諭 6,000円 25人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505268号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】中等社会科教育（地理分
野）

新しい中学校・高等学校学習指導要領における地理学習の
特徴について理解しながら、中学校社会科地理的分野およ
び高等学校地歴科地理の授業に必要な地理学に基づく内
容を理解し、授業で取り上げる地理教材について考える。

吉田　剛（教育学部教授）
佐々木　達（教育学部准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和3年7月31日 教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科公民科

教諭

6,000円 25人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505269号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】人間基礎力としてのコミュ
ニケーション能力の育成

教科にはそれぞれ専門性があるが、その一方で専門によら
ない人間基礎力として特にコミュニケーション能力の重要性
が、このコロナ禍の社会状況下でますます強く認識されてき
ている。本講習では、即興演劇を手法としたワークショップを
導入し、体験型の学びと関連した講義や振り返りを交互に
行う。このような活動を通して、身体、情動、認知、そして社
会性に基づいたコミュニケーション能力を育む方法を考え
る。

虫明　美喜（教育学部特任准教授）
虫明　元（東北大学　医学部生体システム生理
学分野教授）

宮城県仙台市 6時間 令和3年8月1日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭、中学

校教諭
7,200円 25人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505270号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】小学校生活科教育法

新しい小学校学習指導要領の特徴を踏まえ、生活科に必要
な基礎的な考え方や授業開発などに関する講義を行う。ま
た討論などの活動も取り入れ、授業実践上の課題について
も理解を深める。

吉田　剛（教育学部教授）
渡辺　尚（教育学部准教授）
香曽我部　琢（教育学部准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和3年8月1日 教諭 小学校教諭 6,000円 25人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505271号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】LEDを使ったものづくり

児童・生徒の興味関心を惹きやすいLED（発光ダイオード）
を用いた「もの作り」を通した科学技術教育や理科教育・技
術教育に対する導入学習を扱う。豆電球とLEDを使った実
験などと関連させた実験を組み合わせて、電気に関する基
礎知識の学習をする。小・中学生を対象にした「LEDの光の
インテリア工作」または「LEDランタンの工作」を実際に行う。
電気工作の楽しさを体験的に学習することで、電気ものづく
りの活用方法を考える。

水谷　好成（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年8月1日 教諭
小学校教諭、中
学校技術・理科・

美術教諭
6,500円 40人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505272号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】中学校理科第1分野の教
材

中学校理科第1分野（物理・化学）に関わる学習内容から
テーマを選び、講義に実験活動を組み込んだ講習を行う。
物理分野では、熱・光・電気・エネルギーから、化学分野で
は水溶液・化学変化・イオンからそれぞれテーマを選び、学
問的背景と基本的知識の確認をしてから、実際に観察・観
測・測定、結果の整理と考察の一連の活動を通じて、実験
手法・技能を習得する。

福田　善之（教育学部教授）
猿渡　英之（教育学部教授）
内山　哲治（教育学部教授）
西山　正吾（教育学部准教授）
笠井　香代子（教育学部教授）
渡辺　尚（教育学部准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和3年8月7日 教諭 中学校理科教諭 6,100円 24人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505273号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】小学校理科の教材−生
物・地学編−

小学校理科における指導内容のうち、生命・地球に関する
知識・考え方・技能の修得に重点を置いて、教科教育の視
点からの解説とともに、実験を交えて体験的に講義を行う。
具体的には、植物や動物の形態・機能・生殖（生物分野）、
および、気象・天体・地質・岩石（地学分野）からテーマを選
んで取り上げる予定である。

出口　竜作（教育学部教授）
棟方　有宗（教育学部准教授）
小林　恭士（教育学部准教授）
川村　寿郎（教育学部教授）
髙田　淑子（教育学部教授）
菅原　敏（教育学部教授）
中山　慎也（教育学部准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和3年8月11日 教諭 小学校教諭 6,100円 20人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505274号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】ISEFやJSSA・JSECを志
向した探究活動・課題研究

深い学びを実感する探究活動および課題研究について、担
当講師の実践から、生徒を輝かせるための指導方法や事
前準備について学ぶ。受講者の指導経験を踏まえたアク
ティブラーニングをKJ法等で行う。探究活動や課題研究でよ
り上を目指す指導を実践したい受講者向きの講義である。
尚、希望者（先着３～５名）には、受講者が指導した探究活
動等についてのレポートやポスターを提示していただき、講
習中に事例紹介し深化する。

渡辺　尚（教育学部准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年8月12日 教諭
高校教諭・中学

校教諭
7,500円 18人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505275号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宮城教育大学
【選択】子ども読書活動推進の方
策を探る-学校図書館活性化の
ために-

児童の読書活動の現状と課題を確認したうえで、改めて読
書の意義を問い直し、発達段階に応じた適切な読書活動支
援のありようについて考える。また、学校図書館の今日的な
意義についての理解を深めるとともに，図書館活用の推進
に関する実践力の向上を図る。

遠藤　仁（教育学部教授）
中地　文（教育学部教授）

宮城県仙台市 6時間 令和3年8月16日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505276号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】発達と学びの連続性：幼
児教育・学校教育の視点から

子どもの発達や保育に関する教育学・心理学等における最
新の知見を学び、子どもの生活の変化を踏まえた保育・教
育について理解を深めていく。また、平成 29年に改訂され
た幼稚園教育要領・学習指導要領における幼小連携・接続
の視点についても解説する。幼児期から児童期への学びの
展開、道徳性の発達、教師の職能向上等について、実践事
例の検討や情報・意見交換等を交えて進めていく。

佐藤　哲也（教育学部教授）
越中　康治（教育学部准教授）
飯島　典子（教育学部准教授）

宮城県仙台市 18時間
令和3年8月16日～
令和3年8月18日

教諭
養護教

諭

幼稚園・認定こど
も園・小学校・特
別支援学校教
諭、養護教諭

18,000円 40人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505277号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学

【選択】特別なニーズのある子ど
もの理解と教育的支援A講座
（発達障害・肢体不自由・病弱中
心）

本講習では、今後の共生社会で目指されているインクルー
シブ教育の意味を再確認し、学習指導要領の改訂を踏まえ
つつ、主に知的障害、肢体不自由、病弱領域を中心にした
特別支援学校の果たすべき役割・機能、児童・生徒のニー
ズに的確に応えるための実態把握と教育的支援等、教育現
場の今日的課題解決に資する内容を講義する。

三科　聡子（教育学部准教授）
植木田　潤（教育学部教授）
寺本　淳志（教育学部准教授）
野崎　義和（教員キャリア研究機構講師）
松﨑　丈（教育学部准教授）

宮城県仙台市 18時間
令和3年8月16日～
令和3年8月18日

教諭
養護教

諭

特別支援教育に
関心のある教
諭、養護教諭

18,000円 100人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505278号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】特別なニーズのある子ど
もの理解と教育的支援B講座（視
覚障害中心）

本講習では、今後の共生社会で目指されているインクルー
シブ教育の意味を再確認し、視覚障害教育の今日的課題に
も触れながら視覚障害領域における教育的支援について、
特に教育の指導法と配慮の基本を押さえつつ発達、歩行、
情報処理を中心に据えて視覚障害者の心理・生理・病理の
内容をも深める講義を行う。

永井　伸幸（教育学部准教授）
植木田　潤（教育学部教授）
三科　聡子（教育学部准教授）
武井　眞澄（教育学部特任准教授）
松﨑　丈（教育学部准教授）
寺本　淳志（教育学部准教授）

宮城県仙台市 18時間
令和3年8月16日～
令和3年8月18日

教諭
養護教

諭

特別支援教育に
関心のある教
諭、養護教諭

18,000円 50人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505279号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】特別なニーズのある子ど
もの理解と教育的支援C講座（聴
覚・言語障害中心）

本講習では、今後の共生社会で目指されているインクルー
シブ教育の意味を再確認し、転換期ともいえる聴覚言語障
害教育の今日的課題についても触れながら、聴覚言語障害
領域における教育的支援について、特に「コミュニケーション
障害」の視点を中心に据えて教育の充実に関する内容を講
義する。

三科　聡子（教育学部准教授）
植木田　潤（教育学部教授）
菅井　裕行（教育学部教授）
松﨑　丈（教育学部准教授）
寺本　淳志（教育学部准教授）

宮城県仙台市 18時間
令和3年8月16日～
令和3年8月18日

教諭
養護教

諭

特別支援教育に
関心のある教
諭、養護教諭

18,000円 50人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505280号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】絵本の特徴と小学校にお
ける活用法

絵本の定義・歴史等の基礎知識をおさえるとともに、実際に
作品にふれながら内容・表現技法について検討し、絵本と
いうメディアの特徴を探ります。また、絵本と紙芝居の違い、
絵本と幼年童話の違いも確認したうえで、教育現場におけ
る絵本の活用法を考えます。

中地　文（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年8月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505281号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】児童生徒の主体性を伸長
させる探究的な学びの実践

新学習指導要領実施に伴いアクティブ・ラーニング（AL）が
学校教育現場で展開されようとしています。私は物理教育
研究，仙台市・宮城県との教育連携の中で，物理の考え方・
捉え方が児童生徒主体の教育に活用できることが分かって
きました。本講習会では，まず物理の考え方を述べ，次に先
生方が現場で児童生徒主体の授業を行うために注意するこ
とを，先生方とのディスカッションしながら深めていきたいと
思います。考え方の内容なので文系の方でも大丈夫です。

内山　哲治（教育学部教授）
中山　慎也（教育学部准教授）

宮城県仙台市 6時間 令和3年8月18日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 30人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505282号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宮城教育大学
【選択】絵本の特徴と幼稚園にお
ける活用法

絵本の定義・歴史等の基礎知識をおさえるとともに、実際に
作品にふれながら内容・表現技法について検討し、絵本と
いうメディアの特徴を探ります。また、絵本と紙芝居の違い、
絵本と幼年童話の違いも確認したうえで、教育・保育の現場
における絵本の活用法を考えます。

中地　文（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年8月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505283号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】ダンス指導法

小学校低学年の表現遊びやリズム遊び、小学校中・高学年
の表現やリズムダンス、及び中・高等学校の創作ダンスや
現代的なリズムのダンスについて、発達段階に応じた指導
のポイントを確認する。体ほぐしの運動遊びから表現遊び
へ、リズムダンスから表現へ、現代的なリズムのダンスから
創作ダンスへといった授業の流れの中での展開の仕方を実
際に体験し、ディスカッションを交えながら受講者独自の指
導スタイルを模索し学びを深める。

佐藤　節子（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年9月5日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育教諭

6,100円 15人
令和3年4月17日～

令和3年5月5日

令03-
10011-
505284号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学

【選択】中学校・高等学校数学科
数学的に考える資質・能力の育
成を軸とした教材研究と授業づく
り

本講習では、新しい学習指導要領において目標に掲げられ
た「数学的に考える資質・能力の育成」を達成するための基
本的な考え方や、このことに関する生徒の実態を確認した
上で、中学校・高等学校数学科における教材研究や授業づ
くりについての演習を通して、現代的な数学教育の実践力
を磨く。

花園　隼人（教育学部准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年9月5日 教諭
中学校・高等学

校数学教諭
6,000円 25人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505285号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】リフレッシュ数学（幾何分
野（A））

中学校・高等学校等における数学や数学教育に関連する話
題を、おもに幾何学分野（図形領域）から選んで紹介した
い。教材の背景となる数学について、可能ならば最新情報
も交えることにより専門的素養を深めるとともに、生徒を教
えた経験をふまえながら学習者の立場から再認識すること
によって、授業実践への活用や指導法の再構築への一助と
したい。

鎌田　博行（教育学部教授）
土橋　宏康（教育学部特任教授）

宮城県仙台市 6時間 令和3年9月11日 教諭
中学校・高等学
校・中等教育学

校数学教諭
6,000円 25人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505286号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】リフレッシュ数学（解析分
野（B））

解析分野で扱う内容は広範囲に及びますが、その基本は極
限の概念です。
講習では、極限の概念を再確認し、微分や積分に関するや
や発展的な計算例について解説します。講習の最後に筆記
試験を行いますが、講習の内容について確認していただくと
共に、これを現場での教育活動に活かすための工夫につい
ても考えていただけたらと思います。

佐藤　得志（教育学部准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年9月12日 教諭
中学校・高等学

校数学教諭
6,000円 25人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505287号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】ガムラン入門

音楽は、その音楽の生まれ育った文化と密接に関係してい
ます。学校の音楽教育は、以前の西洋音楽中心から、日本
や世界のさまざまな地域の音楽を扱うように変化してきてい
ますが、多様な音楽を教える時に音楽と文化の関係を理解
しておくことが重要です。この講習では、インドネシアのバリ
島の打楽器アンサンブルであるガムランの実習と、視聴覚
教材を利用した講義を通して、音楽と文化の関係を考えま
す。

小塩　さとみ（教育学部教授）
増野　亜子（東京芸術大学　非常勤講師）

宮城県仙台市 6時間 令和3年9月12日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽教諭
7,000円 25人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505288号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】指揮入門－振ってみま
しょう－

指揮に興味がある。あるいは学校で扱う必要があるが、指
揮をした経験がさほどなく、また自信がないといった方も対
象とします。実際に指揮をすることを通して、音楽の現場で
の対応を考える。ピアノ（4手）を実際に指揮しての講習とな
ります。

日比野　裕幸（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年9月19日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽教諭
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505289号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宮城教育大学
【選択】体育科教育内容・教材構
成論

講習会の前半には体育の教育内容と教材の基本的な事項
について体育科教育学と教育方法学の観点から学ぶ。そし
て、講習会の後半には参加者が希望する運動種目の具体
的な教育内容構成と教材をグループ・ワークを通じて作成す
る。また作成した教育内容および教材は、他のグループと意
見交換し参加者の授業観や指導観を深める。

佐藤　亮平（教育学部講師） 宮城県仙台市 6時間 令和3年9月19日 教諭
小学校教諭、中
学校保健体育教

諭
6,000円 30人

令和3年4月17日～
令和3年5月5日

令03-
10011-
505290号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学

【選択】情報活用能力とコン
ピュータ（自信を持ってプログラミ
ング教育を進めるための入門講
座）（オンライン）

（同時双方向型）
プログラミング教育に不安な先生を対象に，コンピュータの
ことを理解することを通して自信を持ってプログラミング教育
に取り組めるようになることをねらいとした，入門編の講座で
す。演習や事例の紹介を取り入れながら，楽しく学べる内容
です。宮城教育大学附属小学校でのコンピュータサイエンス
の取組みや，実際にプログラミングを指導するときのツボや
コツも紹介します。

安藤　明伸（教育学部教授）
上杉　泰貴（非常勤講師）

インターネット 6時間 令和3年10月31日 教諭
小学校教諭、中
学校技術教諭

6,000円 30人
令和3年8月14日～
令和3年8月22日

令03-
10011-
505291号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】日本音楽入門（幼・小教
諭向け）

日本の音楽について、実技体験も交えながら、その特徴を
理解することを目標とした講習です。三味線の演奏体験や
囃子のリズム体験を主として扱います。旋律やリズムの特
徴を身体感覚として理解することを目指すとともに、日本の
音楽の教え方や習い方の特徴についても考えます。

小塩　さとみ（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年11月6日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
7,000円 20人

令和3年8月14日～
令和3年8月22日

令03-
10011-
505292号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】日本音楽入門（中・高教
諭向け）

日本の音楽について、実技体験も交えながら、その特徴を
理解することを目標とした講習です。三味線の演奏体験や
囃子のリズム体験を主として扱います。旋律やリズムの特
徴を身体感覚として理解することを目指すとともに、日本の
音楽の教え方や習い方の特徴についても考えます。

小塩　さとみ（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年11月7日 教諭
中学校・高等学

校音楽教諭
7,000円 20人

令和3年8月14日～
令和3年8月22日

令03-
10011-
505293号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】小学校から中学校につな
ぐプログラミング学習

小学校における導入的なプログラミング学習と中学校にお
けるモータやLEDなどの制御を含んだプログラミング学習の
基礎について実習を通して学ぶ。小学校でも利用されてい
る「micro:bit」を使ったプログラミング演習を中心に、アーテッ
クロボ1.0等のロボット教材なども紹介する。可能な範囲で小
学校や中学校の授業実践の方法についても示す。

水谷　好成（教育学部教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年11月7日 教諭

中学校技術およ
び小学校でのプ
ログラミング学習
に興味を持つ教
諭、プログラミン
グ学習に興味の
ある高等学校情

報教諭

6,000円 20人
令和3年8月14日～
令和3年8月22日

令03-
10011-
505294号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】新しく追加された小学校
理科の内容と教材活用（オンライ
ン）

（オンデマンド型）
令和２年度に新しく小学校理科に取り入れられ追加された
指導内容は、・音の伝わり方と大小（第３学年）・雨水の行方
と地面の様子（第４学年）・人と環境（第６学年）である。気体
検知管に代わって用いられる可能性の高い酸素センサーの
取り扱いを加え、これらに関する知識・考え方・技能の修得
に重点を置いて、理科教育の視点からの解説と実験例の紹
介を行うオンデマンド方式の講習である。

渡辺　尚（教育学部准教授）
中山　慎也（教育学部准教授）

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

教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505295号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】小学校理科の教材－物
理・化学編－（オンライン）

（オンデマンド型）
小学校理科における指導内容のうち、エネルギー・粒子に
関する知識・考え方・技能の修得に重点を置いて、教科教
育の視点からの解説とともに、実験動画を含んだオンデマン
ド方式で講習を行う。具体的には、教員が不得意な熱・光・
電気（物理分野）、および、水・水溶液・燃焼（化学分野）を取
り上げ、教員が主体的に考えるためにどうすればいいかを
伝える。

内山　哲治（教育学部教授）
笠井　香代子（教育学部教授）

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

教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505296号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宮城教育大学
【選択】暗記だけじゃない！楽し
い無機化学・演示実験講習（オン
ライン）

（オンデマンド型）
無機化学分野は暗記分野！と勘違いしている高校生は多
い。その責任は教員側にあり、暗記科目に誘導して実験を
省いて探求心を醸成する努力を惜しんではいないだろう
か？本講座では、教員自ら様々な無機分野での演示実験
方法を学び、主体的・対話的で深い学びに結び付けるため
の『問い』を子供達に投げかけられるような試みを数多く提
示する。化学で受験指導対応できる教授法と併せて、深い
知識と技能の習得を目的とする。

渡辺　尚（教育学部准教授）
笠井　香代子（教育学部教授）
猿渡　英之（教育学部教授）

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

教諭
高等学校理科教
諭・中学校理科

教諭
7,000円 100人

令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505297号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】発達と学びの連続性：幼
児教育・学校教育の視点から（オ
ンライン）

（オンデマンド型）
子どもの発達や保育に関する教育学・心理学等における最
新の知見を学び、子どもの生活の変化を踏まえた保育・教
育について理解を深めていく。また、平成 29年に改訂され
た幼稚園教育要領・学習指導要領における幼小連携・接続
の視点についても解説する。幼児期から児童期への学びの
展開、道徳性の発達、教師の職能向上等について、実践事
例の検討や情報・意見交換等を交えて進めていく。

佐藤　哲也（教育学部教授）
越中　康治（教育学部准教授）
飯島　典子（教育学部准教授）

インターネット 18時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭

幼稚園・認定こど
も園・小学校・特
別支援学校教
諭、養護教諭

18,000円 40人
令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505298号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】子どもの貧困・虐待・権利
をめぐる展望と課題（オンライン）

（オンデマンド型）
子どもを取り巻く環境は変化し、子どもの貧困問題や子ども
虐待は日々深刻化している。その背景には複雑化する社会
構造の変化があり、大人社会の格差や雇用不安が影響して
いる。こうした状況は、子どもたちの生活にも直接的に影響
を及ぼし、親の貧困は子どもの学力や進路にも影響を与
え、子ども虐待の温床にもなっている。今回の研修では、こ
うした子どもの権利擁護の在り方について、歴史的・社会的
視点から学んでいく。

佐藤　哲也（教育学部教授）
千葉　喜久也（仙台大学　教授）

インターネット 12時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭

幼稚園・認定こど
も園・小学校・特
別支援学校教
諭、養護教諭

12,000円 80人
令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505299号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】３１１被災地で学ぶ学校
防災　石巻･南三陸・気仙沼（オン
ライン）

（オンデマンド型）
東日本大震災の震災遺構・メモリアル施設における講義及
び講話を通じて、震災の経験、教訓を導き出し、そこから、
学校における震災伝承による防災教育の実践や、学校の
防災力向上についての理解を深めます。

小田　隆史（准教授（教職大学院））
千田　康典（特任准教授）

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

教諭 全教諭 6,000円 100人
令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505300号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】３１１・台風１９号被災地で
学ぶ学校防災　山元･丸森（オン
ライン）

（オンデマンド型）
東日本大震災の震災遺構・メモリアル施設における講義及
び講話を通じて、震災の経験、教訓を導き出し、そこから、
学校における震災伝承による防災教育の実践や、学校の
防災力向上についての理解を深めます。

小田　隆史（准教授（教職大学院））
千田　康典（特任准教授）

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

教諭 全教諭 6,000円 100人
令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505301号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】リフレッシュ数学（代数分
野（A））（オンライン）

（オンデマンド型）
中学校・高等学校で学習する整数および多項式に関する演
算の基本性質を確認し、整数の素因数分解と多項式の因
数分解およびそれらの一意性を概観しながら、代数学にお
ける基本概念や原理、法則についての体系的な理解を深
め、中学校・高等学校での数学指導のための視野を広げ
る。

田谷　久雄（教育学部教授）
高瀬　幸一（教育学部教授）

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

教諭
中学校・高等学

校数学教諭
6,000円 25人

令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505302号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学

【選択】算数科　学習者の側から
の教材研究と見方・考え方を働
かせた数学的活動に基づく授業
づくり（オンライン）

（オンデマンド型）
本講習は、小学校算数科における学習者の側からの教材
研究並びに、見方・考え方を働かせた数学的活動に基づく
授業づくりについて考えることを中心のテーマとする。新学
習指導要領に示された数学的に考える資質・能力の育成に
向けて、各種学力調査の結果や具体的な教材を学習者の
立場から見直すとともに、見方・考え方を働かせた数学的活
動の具体を明らかにしながら、算数の授業づくりについて改
めて考えていく。

市川　啓（教育学部准教授） 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

教諭 小学校教諭 6,000円 25人
令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505303号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宮城教育大学
【選択】英語科教育講習A－R3英
語学－（オンライン）

（オンデマンド型）
英語の語順論と構文論をおおよそ以下のような内容で確認
していく。語順論：英語の語順の基本、SVO・SOVだけでは
ない語順の違い、発想と語順、名詞句内の語順。構文論：
比較構文、関係節、話題化構文、転移構文、主節と従属節
の語順。

髙橋　潔（教育学部特任教授） 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

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 30人

令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505304号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】英語科教育講習C－R3英
語コミュニケーション－（オンライ
ン）

（オンデマンド型）
グローバル化や情報化が進む社会では21世紀型スキルが
重要です。本講義ではその中の4Cs;コミュニケーション
（Communication）,コラボレーション（Collaboration）, 創造力
（Creativity）, 批判的思考・問題解決力（Critical thinking,
problem-solving）に注目し、小・中・高等学校の英語の授業
で四つの力を育成する具体策を提案します。

長谷川　アリソン（教育学部特任教授） 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

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 30人

令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505305号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】英語科教育講習D－R3英
語コミュニケーション－（オンライ
ン）

（オンデマンド型）
この講習では英語でのコミュニケーション能力を伸ばすこと
を目標としています。ディクトグロスを使い、主にリスニング
力（Top-down Process, Bottom-up Process）とスピーキング
力（やりとり・発表）のfluencyを練習します。
※この講習は基本的に英語で行います。

リース　エイドリアン（教育学部准教授） 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

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 30人

令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505306号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】英語科教育講習E－R3異
文化理解－（オンライン）

（オンデマンド型）
「異文化理解」を学ぶことの意義、「言語」language, speech,
「文化」、culture, civilizationなど、関連する日英語の意味、
異文化コミュニケーション論、言語相対仮説、日英対照語用
論、話し相手の認識の仕方の認識、情報のなわばり理論、
談話スタイル／コミュニケ－ション・スタイル論、日英対照文
化論。

髙橋　潔（教育学部特任教授） 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

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 30人

令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505307号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】英語科教育講習F－R3異
文化理解－（オンライン）

（オンデマンド型）
日本でもよく知られる英米の作家の作品を題材に、作品の
特質を捉えつつ、作品の背景となる文化について学び、異
文化理解に関する考察を深める。関連する映像作品等も取
り上げ、多方面から作品を異文化理解のための素材として
生かす方法についても併せて考えたい。

竹森　徹士（教育学部教授） 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

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 30人

令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505308号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】英語科教育講習G－R3教
科の指導法－（オンライン）

（オンデマンド型）
本講習を通して、受講者は、中・高等学校の英語科の指導
法について知識を得るにとどまらず、直後にアクティビティや
タスクを自作し、明日からの実践に生かすことができる技能
を身に付ける。扱う主なトピックは、インプット中心の指導法
（聞くこと・読むこと）、アウトプット中心の指導法（書くこと・話
すこと）、インタラクション中心の指導法（書くこと・話すことに
おけるフィードバックの在り方）である。学習指導要領に基づ
く指導と評価の一体化についても、具体的な教科書を用い
て、説明します。

鈴木　渉（教育学部准教授） 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

教諭
小学校教諭、中・
高等学校英語教

諭
6,000円 100人

令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505309号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】生徒指導の実際（オンライ
ン）

（オンデマンド型）
生徒指導上の問題や課題（いじめ、不登校、非行問題等）に
ついて、具体的事例を取り上げ、その対応策について考察
する。

久保　順也（教育学部准教授）
丸山　千佳子（大学院教育学研究科高度教職
実践専攻特任教授）
桂島　晃（特任教授・学長特別補佐）

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

教諭
養護教

諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、

養護教諭
6,000円 100人

令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
10011-
505310号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宮城教育大学
【選択】新しく追加された小学校
理科の内容と教材活用（オンライ
ン）

（オンデマンド型）
令和２年度に新しく小学校理科に取り入れられ追加された
指導内容は、・音の伝わり方と大小（第３学年）・雨水の行方
と地面の様子（第４学年）・人と環境（第６学年）である。気体
検知管に代わって用いられる可能性の高い酸素センサーの
取り扱いを加え、これらに関する知識・考え方・技能の修得
に重点を置いて、理科教育の視点からの解説と実験例の紹
介を行うオンデマンド方式の講習である。

渡辺　尚（教育学部准教授）
中山　慎也（教育学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年9月1日～
令和3年9月30日

教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和3年6月1日～
令和3年6月30日

令03-
10011-
505311号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】小学校理科の教材－物
理・化学編－（オンライン）

（オンデマンド型）
小学校理科における指導内容のうち、エネルギー・粒子に
関する知識・考え方・技能の修得に重点を置いて、教科教
育の視点からの解説とともに、実験動画を含んだオンデマン
ド方式で講習を行う。具体的には、教員が不得意な熱・光・
電気（物理分野）、および、水・水溶液・燃焼（化学分野）を取
り上げ、教員が主体的に考えるためにどうすればいいかを
伝える。

内山　哲治（教育学部教授）
笠井　香代子（教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年9月1日～
令和3年9月30日

教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和3年6月1日～
令和3年6月30日

令03-
10011-
505312号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】暗記だけじゃない！楽し
い無機化学・演示実験講習（オン
ライン）

（オンデマンド型）
無機化学分野は暗記分野！と勘違いしている高校生は多
い。その責任は教員側にあり、暗記科目に誘導して実験を
省いて探求心を醸成する努力を惜しんではいないだろう
か？本講座では、教員自ら様々な無機分野での演示実験
方法を学び、主体的・対話的で深い学びに結び付けるため
の『問い』を子供達に投げかけられるような試みを数多く提
示する。化学で受験指導対応できる教授法と併せて、深い
知識と技能の習得を目的とする。

渡辺　尚（教育学部准教授）
笠井　香代子（教育学部教授）
猿渡　英之（教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年9月1日～
令和3年9月30日

教諭
高等学校理科教
諭・中学校理科

教諭
7,000円 100人

令和3年6月1日～
令和3年6月30日

令03-
10011-
505313号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学 【選択】声楽基礎（オンライン）

（オンデマンド型）
主として中学校音楽科及び小学校音楽科の歌唱共通教材
を通して、演奏技術の向上を図るとともに、歌唱指導上のポ
イントや、日本語を歌う際に注意すべき点などについて、オ
ンデマンド動画を視聴しつつ理解する。また動画を視聴しつ
つ実技課題に取り組み，講習の最後に，声楽の実技演奏の
動画と，筆記試験を提出する。

原田　博之（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年9月1日～
令和3年9月30日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽教諭
6,000円 20人

令和3年6月1日～
令和3年6月30日

令03-
10011-
505314号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】発達と学びの連続性：幼
児教育・学校教育の視点から（オ
ンライン）

（オンデマンド型）
子どもの発達や保育に関する教育学・心理学等における最
新の知見を学び、子どもの生活の変化を踏まえた保育・教
育について理解を深めていく。また、平成 29年に改訂され
た幼稚園教育要領・学習指導要領における幼小連携・接続
の視点についても解説する。幼児期から児童期への学びの
展開、道徳性の発達、教師の職能向上等について、実践事
例の検討や情報・意見交換等を交えて進めていく。

佐藤　哲也（教育学部教授）
越中　康治（教育学部准教授）
飯島　典子（教育学部准教授）

インターネット 18時間
令和3年9月1日～
令和3年9月30日

教諭
養護教

諭

幼稚園・認定こど
も園・小学校・特
別支援学校教
諭、養護教諭

18,000円 40人
令和3年6月1日～
令和3年6月30日

令03-
10011-
505315号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】３１１被災地で学ぶ学校
防災　石巻･南三陸・気仙沼（オン
ライン）

（オンデマンド型）
東日本大震災の震災遺構・メモリアル施設における講義及
び講話を通じて、震災の経験、教訓を導き出し、そこから、
学校における震災伝承による防災教育の実践や、学校の
防災力向上についての理解を深めます。

小田　隆史（准教授（教職大学院））
千田　康典（特任准教授）

インターネット 6時間
令和3年9月1日～
令和3年9月30日

教諭 全教諭 6,000円 100人
令和3年6月1日～
令和3年6月30日

令03-
10011-
505316号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】３１１・台風１９号被災地で
学ぶ学校防災　山元･丸森（オン
ライン）

（オンデマンド型）
東日本大震災の震災遺構・メモリアル施設における講義及
び講話を通じて、震災の経験、教訓を導き出し、そこから、
学校における震災伝承による防災教育の実践や、学校の
防災力向上についての理解を深めます。

小田　隆史（准教授（教職大学院））
千田　康典（特任准教授）

インターネット 6時間
令和3年9月1日～
令和3年9月30日

教諭 全教諭 6,000円 100人
令和3年6月1日～
令和3年6月30日

令03-
10011-
505317号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宮城教育大学
【選択】新しく追加された小学校
理科の内容と教材活用（オンライ
ン）

（オンデマンド型）
令和２年度に新しく小学校理科に取り入れられ追加された
指導内容は、・音の伝わり方と大小（第３学年）・雨水の行方
と地面の様子（第４学年）・人と環境（第６学年）である。気体
検知管に代わって用いられる可能性の高い酸素センサーの
取り扱いを加え、これらに関する知識・考え方・技能の修得
に重点を置いて、理科教育の視点からの解説と実験例の紹
介を行うオンデマンド方式の講習である。

渡辺　尚（教育学部准教授）
中山　慎也（教育学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和3年10月31日

教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和3年7月1日～
令和3年7月31日

令03-
10011-
505318号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】小学校理科の教材－物
理・化学編－（オンライン）

（オンデマンド型）
小学校理科における指導内容のうち、エネルギー・粒子に
関する知識・考え方・技能の修得に重点を置いて、教科教
育の視点からの解説とともに、実験動画を含んだオンデマン
ド方式で講習を行う。具体的には、教員が不得意な熱・光・
電気（物理分野）、および、水・水溶液・燃焼（化学分野）を取
り上げ、教員が主体的に考えるためにどうすればいいかを
伝える。

内山　哲治（教育学部教授）
笠井　香代子（教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和3年10月31日

教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和3年7月1日～
令和3年7月31日

令03-
10011-
505319号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】発達と学びの連続性：幼
児教育・学校教育の視点から（オ
ンライン）

（オンデマンド型）
子どもの発達や保育に関する教育学・心理学等における最
新の知見を学び、子どもの生活の変化を踏まえた保育・教
育について理解を深めていく。また、平成 29年に改訂され
た幼稚園教育要領・学習指導要領における幼小連携・接続
の視点についても解説する。幼児期から児童期への学びの
展開、道徳性の発達、教師の職能向上等について、実践事
例の検討や情報・意見交換等を交えて進めていく。

佐藤　哲也（教育学部教授）
越中　康治（教育学部准教授）
飯島　典子（教育学部准教授）

インターネット 18時間
令和3年10月1日～
令和3年10月31日

教諭
養護教

諭

幼稚園・認定こど
も園・小学校・特
別支援学校教
諭、養護教諭

18,000円 40人
令和3年7月1日～
令和3年7月31日

令03-
10011-
505320号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】３１１被災地で学ぶ学校
防災　石巻･南三陸・気仙沼（オン
ライン）

（オンデマンド型）
東日本大震災の震災遺構・メモリアル施設における講義及
び講話を通じて、震災の経験、教訓を導き出し、そこから、
学校における震災伝承による防災教育の実践や、学校の
防災力向上についての理解を深めます。

小田　隆史（准教授（教職大学院））
千田　康典（特任准教授）

インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和3年10月31日

教諭 全教諭 6,000円 100人
令和3年7月1日～
令和3年7月31日

令03-
10011-
505321号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】３１１・台風１９号被災地で
学ぶ学校防災　山元･丸森（オン
ライン）

（オンデマンド型）
東日本大震災の震災遺構・メモリアル施設における講義及
び講話を通じて、震災の経験、教訓を導き出し、そこから、
学校における震災伝承による防災教育の実践や、学校の
防災力向上についての理解を深めます。

小田　隆史（准教授（教職大学院））
千田　康典（特任准教授）

インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和3年10月31日

教諭 全教諭 6,000円 100人
令和3年7月1日～
令和3年7月31日

令03-
10011-
505322号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

宮城教育大学
【選択】リフレッシュ数学（代数分
野（B））（オンライン）

（オンデマンド型）
対称式の基本的性質と方程式の解と係数の関係を組み合
わせた一般的な原理を用いて代数方程式を分析し、２次、３
次方程式の解の公式を系統的な方法で導き、代数学におけ
る現代的な文法に対する視野を広げる。

田谷　久雄（教育学部教授）
高瀬　幸一（教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和3年10月31日

教諭
中学校・高等学

校数学教諭
6,000円 25人

令和3年7月1日～
令和3年7月31日

令03-
10011-
505323号

022-214-3642
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/koushin/

秋田大学
【選択】特別支援教育－発達障
害児の理解と支援－

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大きく
転換し、障がいのある幼児児童生徒の教育は、特別な指導
の場だけでなく、通常の学級においても必須になっている。
したがって学校の教員は、「特別支援教育」に関する一層の
実践力及び専門性が求められている。その一助となることを
期待し、本講習では、学校における「気になる子」を取り上
げ、発達障害等の特性を説明しながら具体的な支援方略に
ついて学ぶ。なお、本講習はオンデマンドで実施する。

鈴木　徹（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年7月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年5月29日

令03-
10012-
503530号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】秋田県の地震・津波災害
と防災・減災教育

2011年に発生した東日本大震災以降、地域に則した防災教
育の必要性が高まっている。また、秋田県では過去に多くの
地震や津波災害が発生している。本講習では、秋田県の地
震、津波の発生メカニズム、特性といった基礎的なことを説
明した後、これら災害の歴史と特徴について説明する。そし
て、防災・減災へ向けて、これらの災害への対策や課題、防
災教育のあり方について説明する。なお、本講習はオンデ
マンドで実施する。

水田　敏彦（地方創生センター教授）
鎌滝　孝信（岡山理科大学　理学部教授）

インターネット 6時間 令和3年7月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年5月29日

令03-
10012-
503531号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】第二言語習得論に基づい
た英語力を伸ばすための学習方
法・指導方法

第二言語習得論のうち、インプット、インタラクション、アウト
プット、明示的学習・指導、暗示的学習・指導、フィードバッ
ク、フォーカス・オン・フォームについて理解し応用する能力
を養う。英語力を伸ばすために必要な用語や知識について
理解する。その知識を活用し、学習や指導をデザインするた
めのアプローチについて理解し、実際に「第二言語習得論
に基づいた英語力を伸ばすための学習方法・指導方法」を
デザインする。試験は、第二言語習得に関わる知識と、その
知識を具体的に生かした学習や指導をデザインする。なお、
本講習はオンデマンドで実施する。

佐々木　雅子（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年7月3日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（英

語）、高校教諭
（英語）

6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年5月29日

令03-
10012-
503532号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】佐竹氏と東国の大名たち
‐近世大名の成立過程‐

佐竹氏は21世義宣の時代に常陸より出羽国秋田に移封し、
義宣が初代藩主となって秋田藩を形成する。天正18年
(1590)、小田原の北条氏が豊臣秀吉に屈服すると、義宣は
北条氏の旧領に移された徳川家康と対峙したが、それまで
は南の北条氏と北の伊達氏に挟まれ、厳しい軍事的緊張下
に置かれていた。講習では、佐竹氏が上杉氏や武田氏、蘆
名氏や岩城氏等と合従連衡を繰り返しながら近世大名へと
転換した歴史過程について考察する。なお、本講習はオン
デマンドで実施する。

渡辺　英夫（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年7月4日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（地歴）

6,000円 10人
令和3年5月10日～
令和3年5月30日

令03-
10012-
503533号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】近世日本海海運の展開と
秋田

近世、江戸時代は米経済の時代であり、年貢米を中央市場
に出荷する必要性から河川水運と海運を連結した水運機構
が全国規模で整備された。それは、幕府諸藩が運賃契約で
廻船を雇用する方式だったが、日本海沿岸にはそれとは違
い自己資本で積荷を買い込んでは他の湊に廻漕して販売を
繰り返すという特徴的な海運が展開した。こうした日本海海
運の具体像を検討することにより秋田から全国を見通す視
点について考察したい。なお、本講習はオンデマンドで実施
する。

渡辺　英夫（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年7月10日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭、
中学校教諭（社
会）、高校教諭

（地歴）

6,000円 10人
令和3年5月10日～

令和3年6月5日

令03-
10012-
503534号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】言語表現の可能性を探る

この講習では言語表現の可能性について考えます。そのた
めに、まずは言葉の仕組みや働きを言語学的な視点から分
析します。その分析をもとに、言葉の持つ力、その逆の弱
さ、盲点などを実例を交えて検討します。それらを総合的に
踏まえ、言葉が学校教育ならびに日常の言語生活において
果たしうる役割を追究します。なお、本講習はオンデマンドで
実施する。

大橋　純一（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年7月10日 教諭
中学校教諭（国
語）、高校教諭

（国語）
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年6月5日

令03-
10012-
503535号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】特別支援教育－発達障
害児の理解と支援－

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大きく
転換し、障がいのある幼児児童生徒の教育は、特別な指導
の場だけでなく、通常の学級においても必須になっている。
したがって学校の教員は、「特別支援教育」に関する一層の
実践力及び専門性が求められている。その一助となることを
期待し、本講習では、学校における「気になる子」を取り上
げ、発達障害等の特性を説明しながら具体的な支援方略に
ついて学ぶ。なお、本講習はオンデマンドで実施する。

鈴木　徹（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年7月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年6月12日

令03-
10012-
503536号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】子どもの心の問題と心理
的支援

子どもの心の問題について理解を深めるために、基礎的な
考え方として、発達理論や臨床心理学からの視点を踏ま
え、心の問題の捉え方、対応の仕方を学びます。特に、幼
児期から児童期の子どもに現れやすい心の問題を取り上
げ、教員としてどのように対応したらいいか、演習を通して
学びます。なお、本講習はオンデマンドで実施する。

織田　栄子（聖霊女子短期大学　生活文化科教
授）

インターネット 6時間 令和3年7月17日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年6月12日

令03-
10012-
503537号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】子どもの食行動の特徴と
支援

本講習では、子どもを取り巻く環境の変化や子どもの心身
の健康と今日的課題について触れながら、子どもの食行動
の特徴とその支援について考察する。幼稚園教育要領等に
食育に関する事項が明記されて以降、園での食育が推進さ
れている。子どもの食行動の特徴をとらえて、食を切り口と
して、子どもの園生活における保育者の支援について理解
を深める。なお、食育に関して、園・学校、地域、家庭全体で
取り組むこととされており、就学前の子どもの食行動の特徴
をとらえることは、幼小連携の観点から重要であるため、受
講対象を幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭とす
る。※本講習はオンデマンドで実施する。

瀬尾　知子（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年7月23日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年6月18日

令03-
10012-
503538号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】子どもの食行動の特徴と
支援

本講習では、子どもを取り巻く環境の変化や子どもの心身
の健康と今日的課題について触れながら、子どもの食行動
の特徴とその支援について考察する。幼稚園教育要領等に
食育に関する事項が明記されて以降、園での食育が推進さ
れている。子どもの食行動の特徴をとらえて、食を切り口と
して、子どもの園生活における保育者の支援について理解
を深める。なお、食育に関して、園・学校、地域、家庭全体で
取り組むこととされており、就学前の子どもの食行動の特徴
をとらえることは、幼小連携の観点から重要であるため、受
講対象を幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭とす
る。※本講習はオンデマンドで実施する。

瀬尾　知子（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年7月24日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年6月19日

令03-
10012-
503539号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】英語教材研究の視点

本講座では、英語授業の準備を行う際の教材研究の視点
について考察する。特に、新学習指導要領で求められてい
る思考・判断・表現の力を身につけさせるために、何が求め
られているのかについて、実際に読解のタスクを体験しなが
ら考えていく予定である。なお、本講習はオンデマンドで実
施する。

若有　保彦（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年7月24日 教諭
中学校教諭（英
語）、高校教諭

（英語）
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年6月19日

令03-
10012-
503540号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】秋田県の自然エネルギー
と環境発電技術（熱電発電・太陽
光発電）

環境発電技術とは「光・熱（温度差）・振動・電波」等の身の
回りの環境中に存在するエネルギーを電力に変換する技術
である。従来はその得られる電力量の少なさからほとんど
利用されてこなかったが，近年のデバイスの高性能化に
よって実用化されつつある．本講習では，環境発電の概要，
環境発電技術の中の一つである熱電変換と太陽光発電に
ついて，そして秋田県の自然エネルギーの特徴とその環境
発電への応用の可能性について学ぶ。なお、本講習はオン
デマンドで実施する。

長安　安紀（秋田県立大学　システム科学技術
学部助教）
山口　博之（秋田県立大学　システム科学技術
学部准教授）
布田　潔（大学院理工学研究科非常勤講師）

インターネット 6時間 令和3年7月24日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科・
技術）、高校教諭

（理科・工業）

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年6月19日

令03-
10012-
503541号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】小学校英語指導の基礎
知識

本講習では、小学校教員が英語または外国語活動を担当
する上で重要と思われる知識について学んでいきます。具
体的には、文字指導、読み聞かせ指導、また第二言語習得
の理論の基礎的な内容や外国語担当教員に求められる資
質等について扱う予定です。なお、本講習はオンデマンドで
実施します。

若有　保彦（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年7月25日 教諭

小学校で英語ま
たは外国語活動
を担当される教

諭

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年6月20日

令03-
10012-
503542号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学 【選択】確率統計-基礎と応用-

高等学校で習う数学をベースに、確率論と数理統計学の基
礎と応用について学びます。確率、確率変数、期待値等の
基本的な概念の理解、及び、統計量や、確率分布、相関、
回帰分析の概念、標本から全体を推測するための統計的
推定や統計的仮説検定などの考え方が主なテーマです。数
理統計にかかわる応用問題、数理モデルについても扱い、
数学的視点と応用・役立て方としての視点で解説します。簡
単な計算による演習も実施します。専門的な数学・統計学
の予備知識等は必要としません。なお、本講習はオンデマ
ンドで実施する。

星野　博満（秋田県立大学　システム科学技術
学部准教授）
木村　寛（秋田県立大学　システム科学技術学
部教授）

インターネット 6時間 令和3年7月26日 教諭
中学校教諭（数
学）、高校教諭

（数学）
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年6月21日

令03-
10012-
503543号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】地域素材教材開発演習

狭義の地域学習（小学校における3・4年社会科）のみなら
ず、中学校、高等学校においても生徒たちの学習圏や生活
圏に存在する身近な地域素材は、社会科（地理歴史科、公
民科）教育実践を豊かにするものである。本講習では、そう
した地域素材を用いた実際の教材開発を試みたい。なお、
本講習はオンデマンドで実施する。

外池　智（教育文化学部教授） インターネット 12時間
令和3年7月28日～
令和3年7月29日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（地歴・公民）

12,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年6月23日

令03-
10012-
503544号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】秋田県の地震・津波災害
と防災・減災教育

2011年に発生した東日本大震災以降、地域に則した防災教
育の必要性が高まっている。また、秋田県では過去に多くの
地震や津波災害が発生している。本講習では、秋田県の地
震、津波の発生メカニズム、特性といった基礎的なことを説
明した後、これら災害の歴史と特徴について説明する。そし
て、防災・減災へ向けて、これらの災害への対策や課題、防
災教育のあり方について説明する。なお、本講習はオンデ
マンドで実施する。

水田　敏彦（地方創生センター教授）
鎌滝　孝信（岡山理科大学　理学部教授）

インターネット 6時間 令和3年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 60人
令和3年5月10日～
令和3年6月26日

令03-
10012-
503545号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】特別支援教育－知的障
害児の理解と教育の実際－

障害児の理解に向けて、知的障害児を中心に文化史や教
育史といった歴史的背景や発達のとらえ方から考えていく。
また、知的障害児教育には、指導法としての領域・教科を合
わせた指導など、指導内容及び指導方法に関する独自性
が存在する。そこで、知的障害児の学習上の特性に応じた
対応の基本を中心に、教育課程の在り方も含めて教育現場
の指導実践例も紹介しながら学んでいく。なお、本講習はオ
ンデマンドで実施する。

谷村　佳則（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年8月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年6月27日

令03-
10012-
503546号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】確率統計-基礎と応用-

高等学校で習う数学をベースに、確率論と数理統計学の基
礎と応用について学びます。確率、確率変数、期待値等の
基本的な概念の理解、及び、統計量や、確率分布、相関、
回帰分析の概念、標本から全体を推測するための統計的
推定や統計的仮説検定などの考え方が主なテーマです。数
理統計にかかわる応用問題、数理モデルについても扱い、
数学的視点と応用・役立て方としての視点で解説します。簡
単な計算による演習も実施します。専門的な数学・統計学
の予備知識等は必要としません。なお、本講習はオンデマ
ンドで実施する。

星野　博満（秋田県立大学　システム科学技術
学部准教授）
木村　寛（秋田県立大学　システム科学技術学
部教授）

インターネット 6時間 令和3年8月2日 教諭
中学校教諭（数
学）、高校教諭

（数学）
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年6月28日

令03-
10012-
503547号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】演劇訓練スキルによるコ
ミュニケーション能力の向上

・世界はグローバル化と新型コロナウィルスによる感染症の
健康被害など、その逆の流れが平行して進み、正解のない
課題、経験したことがない課題と直面する時代。このような
「多文化共生」時代を生きる子どもたちには、コミュニケー
ション能力の育成が極めて重要である。
・演劇訓練スキルによるコミュニケーション能力向上を目指
し、教師自身が身体性や身体感覚を豊かにすることで、他
者との関係づくりが進むことを体感する。そして、児童生徒
のコミュニケーション能力を高める実践的な指導力を身に付
ける。なお、本講習はオンデマンドで実施する。

越後谷　真悦（客員教授・男鹿なまはげ分校長）
栗城　宏（非常勤講師）

インターネット 6時間 令和3年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年5月10日～

令和3年7月2日

令03-
10012-
503548号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】幼児期の発達と教育の独
自性

幼児期の発達の特性を「遊び」と「学び」をキーワードとして
考える。そこから、幼児期の教育・保育の独自性とは何かと
いう課題を、主に幼児の主体的活動と保育の意図という側
面から、今日的課題を踏まえて考察する。なお、幼小連携の
観点から小学校も対象とする。※本講習はオンデマンドで実
施する。

山名　裕子（教育文化学部教授）
奥山　順子（元秋田大学教育文化学部教授）
保坂　和貴（教育文化学部講師）

インターネット 18時間
令和3年8月7日～
令和3年8月9日

教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭

18,000円 60人
令和3年5月10日～

令和3年7月3日

令03-
10012-
503549号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】地理学的な調べ方・考え
方・まとめ方を学ぶⅡ

地理学的な調べ方・考え方・まとめ方について、生活文化の
地理学、地域振興の地理学、地理情報システムの基礎、地
形図および「まち・むら」を撮影した地理写真に基づいて学
び、また、「地理」学習・授業上の工夫・問題点を受講者との
間でメールにより意見交換や質疑応答をする。小中高教諭
の授業内容の充実に資する「世界を広くとらえて視野の狭さ
を廃する」［地理学的なものの見方］等を紹介解説する。な
お、本講習はオンデマンドで実施する。

篠原　秀一（教育文化学部教授） インターネット 18時間
令和3年8月9日～
令和3年8月11日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（地歴・公民）

18,000円 6人
令和3年5月10日～

令和3年7月5日

令03-
10012-
503550号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】図形の合同と1次変換

平面上の図形の形を変えない移動は、平行移動・回転移
動・線対称移動の組み合わせであることが定理として確立し
ている。
平面上の図形の移動を定める方法に座標の1次変換とよば
れる方法がある。講義では、座標の1次変換の理論を通じて
平面図形の平行移動・回転移動・線対称移動の関係を学
ぶ。なお、本講習はオンデマンドで実施する。

山口　祥司（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年8月12日 教諭
中学校教諭（数
学）、高校教諭

（数学）
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年7月8日

令03-
10012-
503551号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】家庭科における授業づく
り

家庭科をめぐる今日的な課題を確認したうえで，小・中・高
等学校の学習内容の関連性を意識しながら，児童・生徒が
生涯にわたり自立した生活を送る主体となるための基礎的
な能力の獲得を目指す指導の在り方を検討していく。なお、
本講習はオンデマンドで実施する。

堀江　さおり（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年8月14日 教諭

幼稚園教諭，小
学校教諭，特別
支援学校教諭，
中学校教諭（家
庭），高校教諭

（家庭）

6,000円 12人
令和3年5月10日～
令和3年7月10日

令03-
10012-
503552号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】世界を変えた化学の発明

身の回りの物質を通して化学と人間生活とのかかわりにつ
いて理解を深めることが、中高理科における学習目標の一
つとなっている。本講習では、現在の我々の生活を支えてい
る化学物質を取り上げ、その発明の経緯と人間生活に与え
た影響について学ぶことを目標とする。合成染料、窒素肥
料、ガソリン、プラスチックなど、人間の生活様式を大きく変
えるに至った物質について議論する。なお、本講習はオンデ
マンドで実施する。

清野　秀岳（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年8月14日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高校教諭
（理科・工業）

6,000円 100人
令和3年5月10日～
令和3年7月10日

令03-
10012-
503553号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】英語教材研究の視点

本講座では、英語授業の準備を行う際の教材研究の視点
について考察する。特に、新学習指導要領で求められてい
る思考・判断・表現の力を身につけさせるために、何が求め
られているのかについて、実際に読解のタスクを体験しなが
ら考えていく予定である。なお、本講習はオンデマンドで実
施する。

若有　保彦（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年8月17日 教諭
中学校教諭（英
語）、高校教諭

（英語）
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年7月13日

令03-
10012-
503554号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】小学校英語指導の基礎
知識

本講習では、小学校教員が英語または外国語活動を担当
する上で重要と思われる知識について学んでいきます。具
体的には、文字指導、読み聞かせ指導、また第二言語習得
の理論の基礎的な内容や外国語担当教員に求められる資
質等について扱う予定です。なお、本講習はオンデマンドで
実施します。

若有　保彦（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年8月18日 教諭

小学校で英語ま
たは外国語活動
を担当される教

諭

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年7月14日

令03-
10012-
503555号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】近世城下町の構造－秋
田藩の城下町を事例に－

江戸時代は都市の時代といわれる。諸藩は領国を治め、ま
た藩経済を全国経済に結びつけるため領国の中心に城下
町を建設した。それは全国共通のある基本設計のもとに造
られた都市計画だった。本講習は、そうした近世城下町の
構造を秋田藩の城下町を事例に、江戸時代の社会構造と
の関連において考察する。なお、本講習はオンデマンドで実
施する。

渡辺　英夫（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月21日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭、
中学校教諭（社
会）、高校教諭

（地歴）

6,000円 10人
令和3年5月10日～
令和3年7月17日

令03-
10012-
503556号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】小・中学校の作文評価法
研修

全米学力調査ＮＡＥＰの文章類別「Ｐ：説得」について、児
童・生徒が書いた作文の分析を通して、多観点３段階の「評
価基準」の設定と、該当例文の選定を行い、妥当性・信頼性
の高い作文評価能力の習得を目指します。なお、本講習は
オンデマンドで実施します。

成田　雅樹（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月21日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（国語）

6,000円 10人
令和3年5月10日～
令和3年7月17日

令03-
10012-
503557号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】説明的文章の教材研究

主に小学校の説明的文章教材を対象として、話題・題材、
文種、意味構造などを分析し、指導計画の立案に生かせる
教材研究の方法の習得を目指します。意味構造について
は、文法論的文章論を参考に、連接・連鎖・統括の面から文
や段落の意味の重層性、展開の様相を分析し、その結果を
図式化する活動を行います。担当講師が用意する小学校教
材３つ程度、中学校教材３つ程度について、取り組むことを
予定しています。なお、本講習はオンデマンドで実施します。

成田　雅樹（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月22日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（国語）

6,000円 10人
令和3年5月10日～
令和3年7月18日

令03-
10012-
503558号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】力学における保存則と対
称性

物体の運動についての有名な法則の一つとして運動量保
存則がある。他にもエネルギー保存則や角運動量保存則な
どが知られている。この講習ではこれらの保存則がどのよう
な時になぜ成り立つのかについて、物理的な対象が持つ対
称性の観点から考察し理解を深める。なお、本講習はオン
デマンドで実施する。

小野田　勝（大学院理工学研究科教授） インターネット 6時間 令和3年8月22日 教諭 高校教諭（理科） 6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年7月18日

令03-
10012-
503559号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】基礎から応用まで、わか
りやすい最新バイオテクノロジー

バイオテクノロジーはますます脚光を浴びている。最近で
は、ヒト多能性細胞から様々な組織を遺伝子操作などで作
ることもできるようになり、応用への期待が高まっている。バ
イオ技術はDNAを取り扱うことから発展してきた。そこで遺
伝子DNAを生物から抽出する方法についても学び、教育現
場での応用について考える。また、最新のバイオテクノロ
ジーについて解り易く解説し、その倫理学的側面についても
生徒と一緒に考える材料を提供する。なお、本講習はオン
デマンドで実施する。

福島　淳（秋田県立大学　生物資源科学部応用
生物科学科教授）
水野　幸一（秋田県立大学　生物資源科学部応
用生物科学科准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月23日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（理科）、高校教
諭（理科・農業・

工業・水産）

6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年7月19日

令03-
10012-
503560号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】特別支援教育－知的障
害児の理解と教育の実際－

障害児の理解に向けて、知的障害児を中心に文化史や教
育史といった歴史的背景や発達のとらえ方から考えていく。
また、知的障害児教育には、指導法としての領域・教科を合
わせた指導など、指導内容及び指導方法に関する独自性
が存在する。そこで、知的障害児の学習上の特性に応じた
対応の基本を中心に、教育課程の在り方も含めて教育現場
の指導実践例も紹介しながら学んでいく。なお、本講習はオ
ンデマンドで実施する。

谷村　佳則（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年8月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年7月24日

令03-
10012-
503561号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】小・中学校の作文評価法
研修

全米学力調査ＮＡＥＰの文章類別「Ｐ：説得」について、児
童・生徒が書いた作文の分析を通して、多観点３段階の「評
価基準」の設定と、該当例文の選定を行い、妥当性・信頼性
の高い作文評価能力の習得を目指します。なお、本講習は
オンデマンドで実施します。

成田　雅樹（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月28日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（国語）

6,000円 10人
令和3年5月10日～
令和3年7月24日

令03-
10012-
503562号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】大人が支えるインターネッ
トセーフティを考える

ＰＣのみならず、スマートフォン、ゲーム機等、携帯型ネット
機器の普及により、子どもたちのインターネット利用はより身
近になる一方、「ネットいじめ」や犯罪等のトラブルに巻き込
まれる危険性が問題となっています。そこで、養護教諭や栄
養教諭を含む学校関係者が、子どもたちのインターネット利
用の問題を理解し、保護者や地域住民による子どもたちの
健全なインターネット利用環境づくりのあり方について考え
ます。なお、本講習はオンデマンドで実施します。

鈴木　翔（教育文化学部准教授）
櫻庭　直（秋田県教育庁　生涯学習課社会教育
主事）

インターネット 6時間 令和3年8月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 15人
令和3年5月10日～
令和3年7月24日

令03-
10012-
503563号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】第二言語習得論に基づい
た英語力を伸ばすための学習方
法・指導方法

第二言語習得論のうち、インプット、インタラクション、アウト
プット、明示的学習・指導、暗示的学習・指導、フィードバッ
ク、フォーカス・オン・フォームについて理解し応用する能力
を養う。英語力を伸ばすために必要な用語や知識について
理解する。その知識を活用し、学習や指導をデザインするた
めのアプローチについて理解し、実際に「第二言語習得論
に基づいた英語力を伸ばすための学習方法・指導方法」を
デザインする。試験は、第二言語習得に関わる知識と、その
知識を具体的に生かした学習や指導をデザインする。なお、
本講習はオンデマンドで実施する。

佐々木　雅子（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年9月3日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（英

語）、高校教諭
（英語）

6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年7月30日

令03-
10012-
503564号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】リスクで考える生活や学
校の環境

日常生活や学校生活において、ケガや病気、死亡につなが
る事故は避けたいものです。しかしその要因は多数あり、ど
の要因から優先的に対応すればよいか、あるいはそもそも
対応すべきか否かの判断は難しい。そのようなとき「リスク」
を物差しとして物事を考えると対応の必要性や優先度を判
断するのに役立つ。昨今のコロナ禍のような新たな要因が
もたらされたときも、対応の必要性や注意すべきことの優先
順位が判断できる。本講義では、リスクの定義を整理した
後、確率としてのリスクの考え方の理解、リスクを誤って認
知する要因などについて学び、生活や学校の環境を評価し
て、リスク低減につなげる方法を学修する。※本講習はオン
デマンドで実施。

金澤　伸浩（秋田県立大学　システム科学技術
学部システム工学科准教授）

インターネット 6時間 令和3年9月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年7月31日

令03-
10012-
503565号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】魏晋南北朝隋唐史研究に
おける近年の動向と成果

中国の魏晋南北朝隋唐時代史の研究における近年の動向
と成果について解説する。また重要な成果については関係
論文を講読し、先行研究との相違や根拠となる史料の解釈
等について解説する。その上で実証過程や結論の妥当性に
ついて検討、議論し、理解を深める。取り上げる事項は、高
等学校の世界史教科書の内容から重要度の高いものを選
ぶ。なお、本講習はオンデマンドで実施する。

内田　昌功（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年9月5日 教諭
中学校教諭（社
会）、高校教諭

（地歴）
6,000円 15人

令和3年5月10日～
令和3年8月1日

令03-
10012-
503566号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】佐竹氏と東国の大名たち
‐近世大名の成立過程‐

佐竹氏は21世義宣の時代に常陸より出羽国秋田に移封し、
義宣が初代藩主となって秋田藩を形成する。天正18年
(1590)、小田原の北条氏が豊臣秀吉に屈服すると、義宣は
北条氏の旧領に移された徳川家康と対峙したが、それまで
は南の北条氏と北の伊達氏に挟まれ、厳しい軍事的緊張下
に置かれていた。講習では、佐竹氏が上杉氏や武田氏、蘆
名氏や岩城氏等と合従連衡を繰り返しながら近世大名へと
転換した歴史過程について考察する。なお、本講習はオン
デマンドで実施する。

渡辺　英夫（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年9月11日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（地歴）

6,000円 10人
令和3年5月10日～

令和3年8月7日

令03-
10012-
503567号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学 【選択】世界を変えた化学の発明

身の回りの物質を通して化学と人間生活とのかかわりにつ
いて理解を深めることが、中高理科における学習目標の一
つとなっている。本講習では、現在の我々の生活を支えてい
る化学物質を取り上げ、その発明の経緯と人間生活に与え
た影響について学ぶことを目標とする。合成染料、窒素肥
料、ガソリン、プラスチックなど、人間の生活様式を大きく変
えるに至った物質について議論する。なお、本講習はオンデ
マンドで実施する。

清野　秀岳（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年9月11日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高校教諭
（理科・工業）

6,000円 100人
令和3年5月10日～

令和3年8月7日

令03-
10012-
503568号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】説明的文章の教材研究

主に小学校の説明的文章教材を対象として、話題・題材、
文種、意味構造などを分析し、指導計画の立案に生かせる
教材研究の方法の習得を目指します。意味構造について
は、文法論的文章論を参考に、連接・連鎖・統括の面から文
や段落の意味の重層性、展開の様相を分析し、その結果を
図式化する活動を行います。担当講師が用意する小学校教
材３つ程度、中学校教材３つ程度について、取り組むことを
予定しています。なお、本講習はオンデマンドで実施します。

成田　雅樹（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年9月12日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教

諭、中学校教諭
（国語）

6,000円 10人
令和3年5月10日～

令和3年8月8日

令03-
10012-
503569号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】遺伝子から学ぶ最先端生
物学

生物学は、遺伝子の本体であるDNAの理解によって様変わ
りしました。遺伝子のレベルで生物学を説明することが可能
になってきました。今回、遺伝子のレベルで説明する生物学
の講義をまとめてみることにしました。遺伝子からDNA組換
え技術、細胞や個体発生への理解などの課題を遺伝子を
中心に講義をします。なお、本講習はオンデマンドで実施し
ます。

村口　元（秋田県立大学　生物資源科学部応用
生物科学科准教授）
村田　純（秋田県立大学　生物資源科学部応用
生物科学科教授）

インターネット 6時間 令和3年9月12日 教諭
中学校教諭（理
科）、高校教諭

（理科）
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年8月8日

令03-
10012-
503570号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】近代文学の読解

明治以降、昭和にかけての近代小説をおもな題材とする。
語り方、登場する人・物・生きものの関係など、読解の観点
について考える。また、作品が発表された時代・社会的背
景、文芸思潮や文学観との関連をふまえて考える。なお、本
講習はオンデマンドで実施する。

山﨑　義光（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年9月18日 教諭
中学校教諭（国
語）、高校教諭

（国語）
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年8月14日

令03-
10012-
503571号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】学校づくりと教職員の課
題

主に学校経営に関わって、教育行政機関との関係、学校内
の教職員間の関係、児童・生徒や親・保護者、地域住民と
の関係について、権利・義務関係など、法的、制度的、政策
的な問題点を整理し、今後のあるべき姿、取り組むべき方
策などを検討する。政策上、理論上の課題について概説し
た後、学校づくりに関わるワークショップの事例を取り上げ、
学校づくりのための方策を検討する。なお、本講習はオンデ
マンドで実施する。

佐藤　修司（大学院教育学研究科教授）
鎌田　信（大学院教育学研究科教授）

インターネット 6時間 令和3年9月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年8月14日

令03-
10012-
503572号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】特別支援教育－知的障
害児の理解と教育の実際－

障害児の理解に向けて、知的障害児を中心に文化史や教
育史といった歴史的背景や発達のとらえ方から考えていく。
また、知的障害児教育には、指導法としての領域・教科を合
わせた指導など、指導内容及び指導方法に関する独自性
が存在する。そこで、知的障害児の学習上の特性に応じた
対応の基本を中心に、教育課程の在り方も含めて教育現場
の指導実践例も紹介しながら学んでいく。なお、本講習はオ
ンデマンドで実施する。

谷村　佳則（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年9月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年8月21日

令03-
10012-
503573号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】科学技術の進歩とエネル
ギー－医療と産業での放射線利
用技術－

最新の科学技術とエネルギーが小中高の理科の学習内容
とされている。これらの例として、中高の教科書には、医療
や産業における放射線の利用が取り上げられている。本講
習では、放射線についてその基礎から応用について学び、
理解を深めることを目標とする。研修項目、１.放射線の物
理・化学的性質　２.身の回りの放射線　３.福島第１原子力
発電所事故からの放射能　４.放射線の人体への影響　５.工
業、農業での放射線の利用　６.医療における放射線の利用
※なお、本講習はオンデマンドで実施する。

岩田　吉弘（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年9月25日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科・
技術）、高校教諭

（理科・工業）

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年8月21日

令03-
10012-
503574号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】科学技術の進歩とエネル
ギー－原子力エネルギーの利用
－

最新の科学技術とエネルギーが小中高の理科の学習内容
とされている。これらの例として、中高の教科書には、原子
力発電や放射性廃棄物などが取り上げられている。本講習
では、原子力エネルギーの利用についてその基礎から応用
について学び、理解を深めることを目標とする。研修項目、
１.臨界現象と原子力炉　２.原子力発電のしくみ　３.核燃料と
再処理　４.プルトニウム利用と高速増殖炉　５.放射性廃棄
物の処理処分　６.福島第１原子力発電所の廃炉※なお、本
講習はオンデマンドで実施する。

岩田　吉弘（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年9月26日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科・
技術）、高校教諭

（理科・工業）

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年8月22日

令03-
10012-
503575号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】秋田県の地震・津波災害
と防災・減災教育

2011年に発生した東日本大震災以降、地域に則した防災教
育の必要性が高まっている。また、秋田県では過去に多くの
地震や津波災害が発生している。本講習では、秋田県の地
震、津波の発生メカニズム、特性といった基礎的なことを説
明した後、これら災害の歴史と特徴について説明する。そし
て、防災・減災へ向けて、これらの災害への対策や課題、防
災教育のあり方について説明する。なお、本講習はオンデ
マンドで実施する。

水田　敏彦（地方創生センター教授）
鎌滝　孝信（岡山理科大学　理学部教授）

インターネット 6時間 令和3年10月2日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年8月28日

令03-
10012-
503576号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】双曲幾何入門

平行線の公理を満たさない非ユークリッド幾何学である、双
曲幾何について概説する。複素数を複素平面上の点と考
え、複素数の計算を用いて、直線とは何か、長さとは何か、
長さや角度を保つ変換は何かを定めていくことにより、平面
上の新たな幾何を構成してく様子を理解する。式の計算だ
けではなく、それによって現れる図形の変化を、コンピュータ
を用いて直感的に理解していく。なお、本講習はオンデマン
ドで実施する。

中江　康晴（大学院理工学研究科講師） インターネット 6時間 令和3年10月2日 教諭
中学校教諭（数
学）、高校教諭

（数学）
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年8月28日

令03-
10012-
503577号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】危機管理と教職員の課題

学校における危機管理に関わって、教育行政機関との関
係、学校内の教職員間の関係、児童・生徒や親・保護者、地
域住民との関係について、権利・義務関係など、法的、制度
的、政策的な問題点を整理し、今後のあるべき姿、取り組む
べき方策などを検討する。政策上、理論上の課題について
概説した後、学校の危機管理に関わるワークショップの事例
を取り上げ、学校の危機管理のための方策を検討する。な
お、本講習はオンデマンドで実施する。

佐藤　修司（大学院教育学研究科教授）
鎌田　信（大学院教育学研究科教授）

インターネット 6時間 令和3年10月2日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年8月28日

令03-
10012-
503578号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】特別支援教育－発達障
害児の理解と支援－

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大きく
転換し、障がいのある幼児児童生徒の教育は、特別な指導
の場だけでなく、通常の学級においても必須になっている。
したがって学校の教員は、「特別支援教育」に関する一層の
実践力及び専門性が求められている。その一助となることを
期待し、本講習では、学校における「気になる子」を取り上
げ、発達障害等の特性を説明しながら具体的な支援方略に
ついて学ぶ。なお、本講習はオンデマンドで実施する。

鈴木　徹（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年10月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年5月10日～

令和3年9月4日

令03-
10012-
503579号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】近世日本海海運の展開と
秋田

近世、江戸時代は米経済の時代であり、年貢米を中央市場
に出荷する必要性から河川水運と海運を連結した水運機構
が全国規模で整備された。それは、幕府諸藩が運賃契約で
廻船を雇用する方式だったが、日本海沿岸にはそれとは違
い自己資本で積荷を買い込んでは他の湊に廻漕して販売を
繰り返すという特徴的な海運が展開した。こうした日本海海
運の具体像を検討することにより秋田から全国を見通す視
点について考察したい。なお、本講習はオンデマンドで実施
する。

渡辺　英夫（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年10月9日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭、
中学校教諭（社
会）、高校教諭

（地歴）

6,000円 10人
令和3年5月10日～

令和3年9月4日

令03-
10012-
503580号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】世界を変えた化学の発明

身の回りの物質を通して化学と人間生活とのかかわりにつ
いて理解を深めることが、中高理科における学習目標の一
つとなっている。本講習では、現在の我々の生活を支えてい
る化学物質を取り上げ、その発明の経緯と人間生活に与え
た影響について学ぶことを目標とする。合成染料、窒素肥
料、ガソリン、プラスチックなど、人間の生活様式を大きく変
えるに至った物質について議論する。なお、本講習はオンデ
マンドで実施する。

清野　秀岳（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年10月9日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高校教諭
（理科・工業）

6,000円 100人
令和3年5月10日～

令和3年9月4日

令03-
10012-
503581号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】特別支援教育－発達障
害児の理解と支援－

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大きく
転換し、障がいのある幼児児童生徒の教育は、特別な指導
の場だけでなく、通常の学級においても必須になっている。
したがって学校の教員は、「特別支援教育」に関する一層の
実践力及び専門性が求められている。その一助となることを
期待し、本講習では、学校における「気になる子」を取り上
げ、発達障害等の特性を説明しながら具体的な支援方略に
ついて学ぶ。なお、本講習はオンデマンドで実施する。

鈴木　徹（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年10月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年9月18日

令03-
10012-
503582号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】幼児期の発達と教育の独
自性

幼児期の発達の特性を「遊び」と「学び」をキーワードとして
考える。そこから、幼児期の教育・保育の独自性とは何かと
いう課題を、主に幼児の主体的活動と保育の意図という側
面から、今日的課題を踏まえて考察する。なお、幼小連携の
観点から小学校も対象とする。※本講習はオンデマンドで実
施する。

山名　裕子（教育文化学部教授）
奥山　順子（元秋田大学教育文化学部教授）
保坂　和貴（教育文化学部講師）

インターネット 18時間
令和3年10月30日～
令和3年11月1日

教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭

18,000円 60人
令和3年5月10日～
令和3年9月25日

令03-
10012-
503583号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】第二言語習得論に基づい
た英語力を伸ばすための学習方
法・指導方法

第二言語習得論のうち、インプット、インタラクション、アウト
プット、明示的学習・指導、暗示的学習・指導、フィードバッ
ク、フォーカス・オン・フォームについて理解し応用する能力
を養う。英語力を伸ばすために必要な用語や知識について
理解する。その知識を活用し、学習や指導をデザインするた
めのアプローチについて理解し、実際に「第二言語習得論
に基づいた英語力を伸ばすための学習方法・指導方法」を
デザインする。試験は、第二言語習得に関わる知識と、その
知識を具体的に生かした学習や指導をデザインする。なお、
本講習はオンデマンドで実施する。

佐々木　雅子（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年11月3日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（英

語）、高校教諭
（英語）

6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年9月29日

令03-
10012-
503584号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】近世城下町の構造－秋
田藩の城下町を事例に－

江戸時代は都市の時代といわれる。諸藩は領国を治め、ま
た藩経済を全国経済に結びつけるため領国の中心に城下
町を建設した。それは全国共通のある基本設計のもとに造
られた都市計画だった。本講習は、そうした近世城下町の
構造を秋田藩の城下町を事例に、江戸時代の社会構造と
の関連において考察する。なお、本講習はオンデマンドで実
施する。

渡辺　英夫（教育文化学部教授） インターネット 6時間 令和3年11月6日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭、
中学校教諭（社
会）、高校教諭

（地歴）

6,000円 10人
令和3年5月10日～
令和3年10月2日

令03-
10012-
503585号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田大学
【選択】色彩デザイン・色彩構成
の基礎

「色彩」は、「かたち」や「素材」と並んで、デザイン・造形表現
を行う上で最も基礎的な要素として位置づけられます。した
がってその運用手法の習得は、美術教育や造形表現活動
に携わる上で不可欠といえます。このような観点から本講義
では、デザイン・造形表現における基礎的な色彩の扱い方
の習得を目的に、
（１）「色彩理論」・「色彩システム」の考え方のポイント
（２）それに基づく具体的な「配色方法」
の２点について、扱っていきます。なお本講習はオンデマン
ドで行いますが、ビデオによる解説だけでなく、本学から事
前送付した色彩教材を使って、色彩材料の扱い方や配色効
果を実際に確認しながら、学んでいきます。

石井　宏一（教育文化学部准教授） インターネット 6時間 令和3年11月6日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭、
中学校教諭（美
術）、高校教諭

（美術）

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年10月2日

令03-
10012-
503586号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学
【選択】学校づくりと教職員の課
題

主に学校経営に関わって、教育行政機関との関係、学校内
の教職員間の関係、児童・生徒や親・保護者、地域住民と
の関係について、権利・義務関係など、法的、制度的、政策
的な問題点を整理し、今後のあるべき姿、取り組むべき方
策などを検討する。政策上、理論上の課題について概説し
た後、学校づくりに関わるワークショップの事例を取り上げ、
学校づくりのための方策を検討する。なお、本講習はオンデ
マンドで実施する。

佐藤　修司（大学院教育学研究科教授）
鎌田　信（大学院教育学研究科教授）

インターネット 6時間 令和3年11月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年10月16日

令03-
10012-
503587号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

秋田大学 【選択】危機管理と教職員の課題

学校における危機管理に関わって、教育行政機関との関
係、学校内の教職員間の関係、児童・生徒や親・保護者、地
域住民との関係について、権利・義務関係など、法的、制度
的、政策的な問題点を整理し、今後のあるべき姿、取り組む
べき方策などを検討する。政策上、理論上の課題について
概説した後、学校の危機管理に関わるワークショップの事例
を取り上げ、学校の危機管理のための方策を検討する。な
お、本講習はオンデマンドで実施する。

佐藤　修司（大学院教育学研究科教授）
鎌田　信（大学院教育学研究科教授）

インターネット 6時間 令和3年11月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年10月23日

令03-
10012-
503588号

018-889-3205
https://menkyo.jimu.aki
ta-u.ac.jp/

山形大学
【選択】暮らしに役立つ工学（情
報・エレクトロニクス／機械システ
ム）

本講習は、同時双方向型（ZOOM等）で行います。アルゴリ
ズムとはプログラムの処理手順のことで，プログラムを作る
上で必ず学ばなければならない基礎の一つであります．本
講習では，アルゴリズムの基礎から初歩のプログラミングま
で図を用いて平易に解説します．（小山）
本講義では、工場・病院・食堂などで働く各種のロボットに用
いられているモータや歯車のような機構から、制御用のコン
ピュータ、その中のソフトウェアにおける演算の数学的な意
味に至るまでを網羅的に説明します。（多田隈）

小山　明夫（大学院理工学研究科主担当教授）
多田隈　理一郎（大学院理工学研究科主担当
准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月11日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高等学校教
諭（理科・工業）

6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503148号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】暮らしに役立つ工学（高
分子・有機材料／化学・バイオ）

本講習は、同時双方向型（ZOOM等）で行います。暮らしの
中で非常によく用いられている材料である高分子材料を分
子のレベルから，ナノメートル〜ミクロン，マイクロスケール
で評価する方法について詳述し，実際の利用方法に即して
議論する．（松葉）
化学は今，分子の組織化により単一分子からナノスケール
の分子集合体構造の制御と機能へと研究の対象を広げよう
としている．ここでは，自己組織化による機能の多様性を知
り，現代化学の先端に迫ることを目的とする．（伊藤）

松葉　豪（大学院有機材料システム研究科担当
教授）
伊藤　和明（大学院理工学研究科主担当教授）

インターネット 6時間 令和3年8月10日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高等学校教
諭（理科・工業）

6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503149号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山形大学
【選択】思春期におけるメンタル
ヘルスの問題の理解と対応

思春期における代表的なメンタルヘルスの問題を取りあげ，
その現状に加え，どのような仕組みで生じ，維持されるの
か，それらに対する専門的な心理支援はどのようなものが
あるか等を概説した上で，日頃の学校生活の中で生徒のメ
ンタルヘルスの問題にいかに気づき，対処し，必要に応じて
専門的支援につなげるかの基礎を学ぶ。講義に加え，体験
的理解を深めるためにワークも実施する。

河合　輝久（地域教育文化学部主担当講師） 山形県山形市 6時間 令和3年8月6日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭、養護教

諭
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503150号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】植物の水・炭素収支と枯
死／園芸学とバイオテクノロジー

森林樹木を例にして枯死するメカニズムについての最新の
知見を説明し、この情報をもとにして枯死を回避する管理法
について講義します。／園芸学は農業のうち、野菜・花卉・
果樹などの生産に関わる植物の生理や栽培技術を研究す
る学問です。特に次世代シーケンサーやゲノム編集が園芸
作物の育種に与える影響について解説します。

吉村　謙一（農学部担当准教授）
鍋島　朋之（農学部担当助教）

山形県鶴岡市 6時間 令和3年8月10日 教諭
高等学校教諭

（農業）
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503151号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】ワークショップ型社会科で
「深い学び」をつくる

「深い学び」とは、問題解決の文脈で学習者が知識を関連
付け、新たな意味付けを生み出すことである。本講習では、
ワークショップ型社会科を扱う。この授業システムは、子ども
が自立的に知識を構造化するのを促す有力な手立ての1つ
である。なぜなら、学習者が試行錯誤する活動（思考）空間
を設け、活動後に必ず「ふり返り」を書いて自分の言葉で思
考を表現することを重視するからである。本講座では、受講
者の授業レパートリーを拡充することを目的としたい。

江間　史明（大学院教育実践研究科担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月10日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高等学校教
諭（地歴、公民）

6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503152号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】現代数学詳論－代数学
の世界－

現代数学における代数学の世界の紹介を目的として講義し
ます。理論から応用まで複数のトピックスを選んでお話しす
る予定です。内容は決して易しくないと思いますが理解する
上でポイントとなる見方や考え方に焦点をあてて説明したい
と考えています。そのまま使えるテクニックやノウハウに関
する内容は扱いません。受験のためだけに留まらない数学
の楽しさや難しさあるいは有用性を今一度体験する場として
受講してほしいと思います。

皆川　宏之（地域教育文化学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月10日 教諭
中学校教諭（数

学）、高等学校教
諭（数学）

6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503153号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】本当の図画工作の授業と
は？－苦手をつくらない教育－

小学校図画工作科教育のあり方について実践的に講習し
ます。特に図工・美術について苦手意識を抱いていたり授
業について悩みのある先生方に是非とも参加していただき
たいと考えます。単なる講義形式ではなく簡単な題材に取り
組み、実際の図工の授業ビデオをも活用しながら授業場面
を想定して題材の提案の仕方や児童への指導のあり方・評
価など実践的な教員研修のための講習を目指します。対象
は、小学校の学級担任です。

降籏　孝（地域教育文化学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月6日 教諭 小学校教諭 6,000円 24人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503154号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】本当の図画工作の授業と
は？－苦手をつくらない教育－

小学校図画工作科教育のあり方について実践的に講習し
ます。特に図工・美術について苦手意識を抱いていたり授
業について悩みのある先生方に是非とも参加していただき
たいと考えます。単なる講義形式ではなく簡単な題材に取り
組み、実際の図工の授業ビデオをも活用しながら授業場面
を想定して題材の提案の仕方や児童への指導のあり方・評
価など実践的な教員研修のための講習を目指します。対象
は、小学校の学級担任です。

降籏　孝（地域教育文化学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月10日 教諭 小学校教諭 6,000円 24人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503155号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山形大学

【選択】小・中学校理科の課題を
踏まえた授業づくり－科学的探
求及び授業構成の基本的考え方
－

理科教育の研究動向をもとに、小学校理科（一部中学校理
科も含む）の現状と課題について解説する。そして、平成29
年改訂小学校学習指導要領（理科）（一部中学校学習指導
要領についても触れる）を踏まえ、小学校理科における科学
的探究能力の育成と、そのための授業構成の方法について
考察する。なお、事例としては、小学校理科の内容を取り扱
うものとする。また、理科が専門（または得意）でない小学校
教員の学び直しとしても活用してもらいたい。

今村　哲史（大学院教育実践研究科担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月7日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科）

6,000円 24人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503156号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】数学（線形計画法）

数理最適化学の要である、線形計画法の基礎理論を学ぶ。
単体法のアルゴリズムの理解などのテーマを中心に、線形
計画法の双対定理の紹介なども交え、講義の後半では、エ
クセルを使って簡単な線形計画問題を解かせるなどの実習
も行う。

佐久間　雅（理学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月6日 教諭
高等学校教諭

（数学）
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503157号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】小学校音楽科の指導－
音遊びと音楽づくり－

小学校音楽科の授業改善のための「音遊び」の可能性を探
り，それを「音楽づくり」へと発展させる手法を学ぶ。受講者
自らが子ども役になって体験し，児童が楽しみながら音楽の
諸能力を高めることができる教材開発や指導法について探
究する。

佐川　馨（地域教育文化学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校教諭、特
別支援学校教諭
※音楽免許所有

者を除く

6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503158号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】小学校外国語活動・外国
語：英語表現

令和2年度から小学校３・４年生に引き下げられた外国語活
動、また新たに５・６年生に教科として教えられることになっ
た外国語の授業で活用できる英語表現を学びます。具体的
には、色々な場面を想定してのクラスルームイングリッシュ
の練習や実際に使用されている教科書のトピックに即したス
モールトークの作成などです。

佐藤　博晴（地域教育文化学部主担当教授）
ジェリー　ミラー（地域教育文化学部主担当准教
授）

山形県山形市 6時間 令和3年8月10日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503159号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】日本語口語文法から考え
る国語科指導

「丸暗記するもの」と捉えられてしまいがちな現代語の文法
を、教員自身が「楽しく、役に立つもの」であると認識するた
めの方策について、グループワークを交えて学ぶ。前半は、
中学校で学ぶ文法事項において、楽しみながら身に付ける
ための授業活動について考える。後半は、中学校国語科教
科書の文章や作文指導において、文法がどのように役に立
つのかを講義する。現代語文法が苦手な方の受講を歓迎す
る。

坂喜　美佳（地域教育文化学部担当講師） 山形県山形市 6時間 令和3年8月21日 教諭
中学校教諭（国
語）･高等学校教

諭（国語）
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503160号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】教員の「働き方改革」と児
童生徒の多様な教育ニーズへの
応答

現在、我が国では、教員の働き方について見直しが迫られ
ている。複雑化・多様化する児童生徒の教育ニーズに対し
て適切に応答し、教員の長時間勤務を解消するための方策
として、「チーム学校」論等も展開されてきたところであるが、
こうした制度的・政策的な改革動向が包含する課題を踏ま
え、学校現場に求められる対応について考察を深める。な
お、学校全体での取り組みが望ましく、養護教諭・栄養教諭
の受講も勧める。

三浦　智子（大学院実践教育研究科主担当准
教授）

山形県山形市 6時間 令和3年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503161号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】学習指導要領・国語科の
改訂のポイント

平成29年に告示された小学校学習指導要領，中学校学習
指導要領の国語科の改善のポイントについて学習する。そ
の上で，これからの学習指導をどのように改善すべきかを
考える。また，全国学力・学習状況調査の調査問題などに
ついての考察を通して，授業改善の方向性や学習評価の在
り方を探る。

三浦　登志一（大学院教育実践研究科担当教
授）

山形県山形市 6時間 令和3年8月8日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（国語）

6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503162号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

35 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山形大学
【選択】学校における給食指導・
栄養指導（スポーツ栄養を含む）

午前中はスポーツ少年団や運動部等に所属して定期的にト
レーニングをしている児童生徒の食事について実習し、午
後にはアレルゲンを題材にした栄養指導の実際を1～2症例
見学してもらった後、グループに分かれて、課題のアレルゲ
ンの指導を実際に行ってもらいます。ここでは、身体活動量
の高い児童生徒に必要な食事量やその内容および、児童
からの聞き取り内容の要点、すなわち、医師が必要とする見
地を覚えてもらい、それに対する適切なアドバイスを行える
ようになることを学びます。

矢口　友理（地域教育文化学部担当助教）
三原　法子（地域教育文化学部担当講師）

山形県山形市 6時間 令和3年8月10日
教諭

栄養教
諭

栄養教諭・小学
校教諭・中学校
教諭（家庭）・高
等学校教諭（家

庭）

6,000円 16人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503163号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】英語教育における英語文
学

本講習では
①学校英語教育において英語文学がどのように位置づけら
れているか、指導要領や教科書を通して確認する。
②実際に教科書に収録されている作品を取り上げ、教材化
の在り方や利用法を検討する。
③小学校外国語・外国語活動での使用を期待されている、
英語の絵本やマザーグースについて学び、その活用法を検
討する。

三枝　和彦（地域教育文化学部担当講師） 山形県山形市 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校教諭　中
学校教諭（英

語）・高等学校教
諭（英語）

6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503164号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】漢文教材の指導法

代表的な漢文教材を取り上げ、必修句法の指導と主体的な
学習活動とを両立させるためのアクティブラーニング指導に
関する理論と実践を講習します。
使用するテキスト・関連資料は、講師が準備して当日配布い
たします。
また、講習時間内に幾つかのワークを行います。普段、ご使
用なさっている漢和辞典を、必ずご持参ください。

三上　英司（地域教育文化学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月21日 教諭
中学校教諭（国
語）・高等学校教

諭（国語）
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503165号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】新聞活用のススメ入門編

山形新聞社と連携した新聞を教材とした「NIE」教育について
の講習です。「入門編」は新聞の社会的役割や機能、紙面
構成や記事のできるまでなどを学びます。編集局や制作セ
ンター（天童市）の作業風景も紹介します。新聞の文体と文
章構成を分析し、相手に伝わる文章の書き方や見出しの付
け方も説明します。学校全体での取り組みが望ましく、養護
教諭の受講も勧めます。別日の「実践編」と両方、あるいは
どちらかのみの受講でも差し支えありません。

山本　陽史（エンロールメント・マネジメント部主
担当教授）

山形県山形市 6時間 令和3年7月26日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503166号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】新聞活用のススメ実践編

山形新聞社と連携して開講する、新聞を教材とした「NIE」教
育についての講習です。「実践編」は授業や学級新聞作りに
生かせるよう、新聞作成のプロセスや大学のNIE授業、NIB
（企業等での新聞活用）の実例を紹介します。編集局や制作
センター（天童市）の作業風景も紹介します。新聞制作のプ
ロセスを体験します。学校全体での取り組みが望ましく、養
護教諭の受講も勧めます。別日の「入門編」と両方、あるい
はどちらかの受講でも差し支えありません。

山本　陽史（エンロールメント・マネジメント部主
担当教授）

山形県山形市 6時間 令和3年7月27日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503167号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】中世の「ヨーロッパ統合」
と現代世界

戦後ヨーロッパ統合が進展し、特に１９９０年前後に起きた
冷戦の終了はこの動きが加速した。しかし近年の経済危機
や難民問題、ブレクジット、東欧における権威主義的政治、
コロナ危機など、EUは近年逆境の時代を迎えている。ところ
で、こうした「ヨーロッパ統合」は、歴史上、今回が初めてで
はない。中世にも「ヨーロッパ世界」の統合の歴史があった。
中世の変動と比較しながら、現代ヨーロッパで起きている動
向を考えてみたい。

山崎　彰（人文社会科学部担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月10日 教諭
高等学校教諭

（地理歴史）、中
学校教諭（社会）

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503168号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山形大学
【選択】カビによる発酵と物質生
産、里山と都市における人間と野
生生物の関係

食生活の中で、食品、医薬品、日用品などさまざまなところ
に、発酵技術が利用されています。その発酵技術を支える
微生物の中でも、麹菌と呼ばれるカビの利用と有用物質生
産について講義します。／人間と野生生物の間には様々な
軋轢が生じており、その解消が課題となっています。本講習
では、里山と都市において生じている人間と野生生物の軋
轢を紹介し、今後どのように軋轢を解消していくべきか考え
る機会を提供します。

小関　卓也（農学部主担当教授）
斎藤　昌幸（農学部主担当准教授）

山形県鶴岡市 6時間 令和3年8月11日 教諭
高等学校教諭

（農業）
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503169号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】小学校体育科における学
習指導の理論と実践

①改訂された学習指導要領等を手掛かりに、体育科の位置
づけ等について解説する。
②いくつかの運動領域から具体的な体育授業のあり方を解
説する。
③「ボール運動」に関する実技指導力の向上を図る。

小松　恒誠（地域教育文化学部主担当講師） 山形県山形市 6時間 令和3年8月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503170号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】保健体育科における学習
指導の理論と実践

①改訂された学習指導要領等を手掛かりに、学校教育にお
ける教科「保健体育」の位置づけ等について解説する。
②バイオメカニクスやスポーツ生理学、スポーツ社会学、武
道文化論などのスポーツ科学に基づく指導の在り方を考察
する。
③「体つくり運動」や「球技」「陸上運動」に関する実技指導
力の向上を図る。

小松　恒誠（地域教育文化学部主担当講師）
竹田　隆一（地域教育文化学部主担当教授）
笹瀬　雅史（地域教育文化学部主担当教授）
渡邉　信晃（地域教育文化学部主担当教授）
井上　功一郎（地域教育文化学部主担当准教
授）

山形県山形市 18時間
令和3年8月9日～
令和3年8月11日

教諭
中学校教諭(保健
体育)・高等学校
教諭(保健体育)

18,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503171号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】アクティブ・ラーニングと英
語科指導

本講習では、近年教育現場のみならず一般にも浸透してき
たと思われるアクティブ・ラーニング、主体的・対話的、探究
型などの考え方を再確認し、英語授業においてこれらの概
念は今までどのように実践されてきたか、また今後のより良
い学びの実現にどのように活用していけるのかについて、
具体的な成功例、失敗例を見ながら検討する。

小泉　有紀子（人文社会科学部主担当准教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校教諭(英
語)・高等学校教

諭(英語)
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503172号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】日本史再考 関ヶ原合戦
に注目して

本講義では、「日本史再考　関ヶ原合戦に注目して」と題し、
天下分け目の戦いとされる関ヶ原合戦、とりわけ奥羽版で
あった慶長出羽合戦に注目する。慶長出羽合戦は、関ヶ原
合戦の一環として1600年9月から1601年4月まで戦われた。
戦いの主人公最上義光・伊達政宗と上杉景勝らに注目し
て、奥羽中・近世史を見直したい。慶長出羽合戦は、さほど
注目されていないが、奥羽の歴史のみならず、日本全体史
を再考するうえで極めて重要な戦いであった。

松尾　剛次（非常勤講師） 山形県山形市 6時間 令和3年8月6日 教諭
高等学校教諭
（地理歴史）

6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503173号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】健康な生活を送るために
必要な力について考える

生涯にわたって健康な生活を送るために必要な力とそれら
を育成する上で養護教諭が果たすべき役割について考えま
す。特に、子どもたちを「みる」存在としての養護教諭のあり
方や子どもの視座から食について考えることで、養護活動
がいかに自尊感情や他者と関わる力を育んでいけるのかと
いうことを受講生のみなさんと共に検討します。

新井　猛浩（地域教育文化学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月7日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503174号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】近現代詩教材の研究

教科書や他の教材等に用いられた作品も例にとりながら、
近現代詩の読解方法を講述する。戦後の学習指導要領の
変遷、高校国語科教育をめぐるここ数年の話題などにも触
れながら授業をすすめる。講習内容を踏まえた近現代詩に
関する授業プラン（アイデア、TIPS）を試験評価の対象とす
る。

森岡　卓司（人文社会科学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月19日 教諭
中学校教諭（国

語）、高等学校教
諭（国語）

6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503175号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/
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山形大学 【選択】生徒指導の理論と方法

司法・犯罪心理学の立場から、生徒指導の理論と方法につ
いて具体的に解説します。まず少年事件処理の流れや少年
非行に係る関係機関について解説をします。それによって
少年保護の法的体系について理解していただいたあと、生
徒理解のために有用と思われる心理検査を実習していただ
き、また、非行事例に限定せず生徒指導に関係した事例検
討を行っていただくなど、実践的な学びを体験していただき
ます。

菅藤　健一（地域教育文化学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年7月24日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503176号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】数学（微分方程式）

コンピュータによって、微分方程式を解きましょう。
差分法等の数値解析法の基礎理論の講義、PCを使った実
習を行います。
最後に授業用の教材を考え、提出して頂き、受講者同士で
教材案を披露しあってもらいます。

瀬尾　和哉（理学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月1日 教諭
高等学校教諭

（数学）
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503177号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】基礎から学ぶ布を用いた
製作実習

小学校家庭科における布を用いた製作実習指導のために、
布の成り立ちや性能を科学的に理解すること並びに製作実
習に必要な基礎的技能の習得を目的とする。講習では手縫
いの基礎やミシン操作の習得、不織布による段階標本作
成、布を用いた小作品の製作を行う。

石垣　和恵（地域教育文化学部准教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503178号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】中・高家庭科で取り組む
探究型学習（衣領域・住領域）

探求型学習の授業実践事例を示しながら，中学校・高等学
校家庭科の衣生活と住生活に関する指導内容の理解を深
めることを目的とする。衣生活に関する内容では，被服材料
の性能実験等を通して衣生活を主体的に営む力を育む指
導について学ぶ。住生活に関する内容では，専門誌を用い
てトピックスを共有できる学習法を習得するとともに３次元表
現を通した住環境の探求方法について学ぶ。

佐藤　慎也（工学部主担当教授）
石垣　和恵（地域教育文化学部主担当准教授）

山形県山形市 6時間 令和3年8月19日 教諭
中学校教諭（家
庭）・高等学校教

諭（家庭）
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503179号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】小学校家庭科で取り組む
探究型学習

探求型学習の実践例を示しながら，小学校家庭科の食生活
と家族・家庭生活に関する指導内容の理解を深めることを
目的とする。食生活に関する内容では，演習等を通し，今後
児童に身につけて欲しいフードリテラシーの中身を討議す
る。家族・家庭生活に関する内容では，児童が自らの生活を
主体的に営もうとする態度を育成する学習について学ぶ。

大森　桂（地域教育文化学部主担当教授）
石垣　和恵（地域教育文化学部主担当准教授）

山形県山形市 6時間 令和3年7月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503180号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】中・高家庭科で取り組む
探究型学習（家族領域・食領域）

探求型学習の実践例を示しながら，中学校家庭科の食生活
と家族・家庭生活に関する指導内容の理解を深めることを
目的とする。食生活に関する内容では，演習等を通し，今後
生徒が身につけるべきフードリテラシーの中身について討
議する。家族・家庭生活に関する内容では，家族をめぐる現
状と課題と被災時を例にして多様な人々との共生について
学ぶ。

大森　桂（地域教育文化学部主担当教授）
石垣　和恵（地域教育文化学部主担当准教授）

山形県山形市 6時間 令和3年7月18日 教諭
中学校教諭（家
庭）・高等学校教

諭（家庭）
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503181号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】英語音声学入門

本講習は、主に中学校で英語授業を行うのに必要な音声学
の基礎について学ぶ。特に、英語を聞き取る際に困難の原
因となるような音の連結・脱落・同化、強形と弱形、句強勢と
合成語強勢などについて、演習を通して理解とスキルの向
上を目指す。

石﨑　貴士（大学院教育実践研究科主担当准
教授）

山形県山形市 6時間 令和3年8月10日 教諭
中学校教諭(英
語)・高等学校教

諭(英語)
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503182号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】英語の授業分析：理論と
の往還を目指して

本講習は、英語での指導力の向上を直接的に指南するもの
ではないので注意されたい。むしろ「指導」そのものの意味
が問い直されているほど、現代における「学び」そして目の
前の「生徒」は多様化が進んでいる。その中で英語教師は、
どのようなスタンスで授業に向き合えばよいのかについて、
共に語り合いながら悩んでいきたい。理論（特に第二言語習
得理論）は、あくまでもその際の道具として活用するに過ぎ
ない。

石﨑　貴士（大学院教育実践研究科主担当准
教授）

山形県山形市 6時間 令和3年8月11日 教諭
中学校教諭(英
語)・高等学校教

諭(英語)
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503183号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/
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山形大学
【選択】ハザードマップの読図を
基にした学校防災

わが国では，阪神・淡路大震災後に防災教育の必要性が広
く認められ，東日本大震災でその成果と課題が浮き彫りにさ
れた。本講習では，ハザードマップの読図をふまえた学校防
災（防災管理と防災教育）について，検討する。

村山　良之（大学院教育実践研究科主担当教
授）

山形県山形市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭，高等

学校教諭
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503184号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】絵画・文献資料を楽しく使
う日本の歴史

絵画史料（絵巻）や文献史料（古文書）を用い、わかりやすく
楽しい日本史のお話をします。今回の予定は、絵巻から生
活（火災・山・動物・トイレなど）を知る、中世の合戦を学ぶ、
戦国時代の手紙（古文書）を作ろう、いろいろ読んでみよう、
などです。

大喜　直彦（地域教育文化学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校教諭（社

会）、高等学校教
諭（地理歴史）

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503185号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】学校における食領域の指
導（味覚・調理科学）

午前の部では、食品のおいしさについて（味覚やその他の
要因）、官能検査の種類や実際のやり方などを含めて学び
ます。その後、だしの違いによる嗜好性について簡単な官
能検査を用いて評価します。午後の部では、人間の様々な
感覚を用いて味わう体験の教育的意義を理解し、演習を通
して味覚体験の指導方法を具体的に学びます。午前・午後
いずれも、最後に講義・実験・演習を踏まえて、講習内容に
関する筆記試験を行う予定です。

大森　桂（地域教育文化学部主担当教授）
楠本　健二（地域教育文化学部主担当准教授）

山形県山形市 6時間 令和3年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭・小学
校教諭・中学校
教諭（家庭）・高
等学校教諭(家
庭)・養護教諭

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503186号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】身近な地学教材の実験実
習（地学）

小学校理科，中学校理科における指導内容のうち、地学分
野に関する知識・考え方・技能の修得に重点を置いて、実験
を交えて体験的に講義を行う。具体的には、地質・岩石，鉱
物からテーマから，河原の礫の観察と岩石標本作成と地質
図の利用の仕方，火山灰の観察を取りあげる。

大友　幸子（地域教育文化学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年7月27日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科）

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503187号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】算数の教材開発

小学校算数の授業づくりを念頭に，理論と実践を往還しな
がら算数の具体的な教材開発を講義のみならず演習を通し
て学びます。新学習指導要領の実施等を視野に入れ，とり
わけ数学的活動に係わって体験的に学びます（一部に中学
校数学科の内容を含みます）。

大澤　弘典（大学院教育実践研究科主担当教
授）

山形県山形市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭（数学）

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503188号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】情報科学の観点から考え
る数学

情報科学の分野では計算や通信の効率等を論じる上で，
様々な場面で数学に基づく議論が必要になります．本講習
では，情報科学の分野における「一見数学とは関係がない
ように見える事象」に対しても，数学を用いることで明確に答
えを導き出せる例を紹介します．さらに情報科学の例だけで
なく，身近に存在する様々な数学の例も取り上げながら，
「論理的思考力」を鍛える指導について考えます．

中西　正樹（地域教育文化学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月1日 教諭
中学校教諭(数
学)・高等学校教

諭(数学)
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503189号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】プログラミング教育の基
礎(物理学)

本講習では、小学校プログラミング教育や現代社会と情報
技術の関わりを踏まえ、プログラミングに関する基本的な知
識と技能を習得します。また、パソコンなどのプログラミング
教材を使用しながらプログラムの基本構造や理科実験に不
可欠な各種センサー利用などについて学習します。

津留　俊英（地域教育文化学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭(理科)

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503190号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】先端科学トピックス

（天羽）科学を装うが科学でない言説（ニセ科学言説）につい
て，どのようなものがあるかを取り上げ，騙されないようにす
るための注意点について説明する。
（石﨑）脱石油エネルギーが求められ、様々なクリーンエネ
ルギー生産システムが検討されている。材料科学者がどの
ようにその課題解決にむけて貢献できるのか、ナノ材料科
学の視点から説明を行う。
（大谷）石油の枯渇に伴い再生可能な植物資源の有効利用
が切望されています。生物が生産する有機材料の仕組みを
解明し、地球環境との共生を目指した最先端研究を紹介し
ます。

天羽　優子（理学部主担当准教授）
大谷　典正（理学部主担当准教授）
石﨑　学（理学部主担当講師）

山形県山形市 6時間 令和3年8月8日 教諭
中学校教諭（理

科）
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503191号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/
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山形大学
【選択】図画工作科・美術科にお
ける彫刻の指導－立体から彫刻
へ－

彫刻という立体芸術がどのように日本に導入されてきたの
か。江戸時代以前の立体作品と明治時代以降の西洋彫刻
の影響を受けた日本の彫刻の歴史を概観するとともに、そ
の造形的特質や造形要素、制作道具などについて講義と実
技を通して理解する。さらに今後の授業の中で彫刻の課題
の指導にどのように活かしていくかを考察する。

土井　敬真（地域教育文化学部主担当准教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月11日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（美

術）、高等学校教
諭（美術）

6,000円 24人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503192号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】発達心理学で考える小学
校6年間

小学校6年間の児童の考える力、やる気、自己コントロー
ル、仲間関係の発達について、発達段階ごとの特徴を理解
する。認知発達や社会性の発達に関する理論を受講生自
身の経験からの具体例と関連づけることにより、子ども理解
の枠組みを教育・援助に活かせるようにする。

藤岡　久美子（地域教育文化学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月1日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503193号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】社会科地理　地図を作っ
て使う・活断層を探す

この講習では主に中高の社会科，地理(地理総合を含む）に
おいて，自前で必要な場所の地図資料作成が行えるよう，
国土地理院の地理院地図サイトを活用したり，基盤地図情
報とGISソフトを使用したりして様々な地形図・地図作成の手
法を学ぶ．さらに，身の回りの活断層の位置も，作成した地
形図から自身で探し出せるスキル獲得を目指す．ここで得ら
れるスキルは，場所の性質を読み取りそれを伝えることの
求められる防災教育で大きな力を発揮することになるだろ
う．

八木　浩司（地域教育文化学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年7月24日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高等学校教
諭（地理歴史）

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503194号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】UAVを用いた地学教育

地形・地質・自然災害等の調査・記録のためのUAV（無人航
空機：いわゆるドローン）の活用に関する初歩的講習。座学
と実技（各３時間）からなります。座学では、ドローンに関す
る航空法等の基礎知識、地質・化石・地震災害調査への活
用事例、小学生対象ドローン教室の事例等を紹介し、地学
教育における可能性について考えます。実技では、体育館
内で小型ドローンの操縦・空撮体験を行います。

本山　功（理学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月1日 教諭
高等学校教諭

（理科）
6,000円 10人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503195号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】教師と児童の関係性：ア
タッチメントの視点から

最初に、教師と児童の関係性が児童の学習や適応などに
果たす役割について、最新の研究知見を踏まえながら説明
する。次に、アタッチメント理論の視点から、教師と児童の関
係性について検討し、「安全の基地」および「安全な避難所」
としての教師の役割の重要性を述べる。また、日々の児童
との関係性を振り返り、考察・議論するワークも積極的に行
う。

本島　優子（地域教育文化学部主担当准教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月9日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・養護

教諭
6,000円 40人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503196号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】音楽科の学習指導(編曲
法)～教科書教材を活用した編曲
の実践～

音楽科指導の基盤となる「作・編曲法」の技術及び教材分析
の能力を高め、中学校・高等学校音楽科の指導力を総合的
に向上させることを目指す。具体的には、いくつかの合唱作
品を例に和声的、対位法的工夫の可能性をさぐり、実際に
《夏の思い出》を合唱に編曲する。講習の最後に受講生全
員の編曲作品を演奏する予定（合唱は学生、ピアノ伴奏は
受講者）。

名倉　明子（地域教育文化学部主担当准教授） 山形県山形市 6時間 令和3年7月25日 教諭
中学校教諭（音

楽）、高等学校教
諭（音楽）

6,000円 18人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503197号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学 【選択】生活科の理論と指導

新学習指導要領に示された内容を基に、生活科に関する理
論（目標や内容、授業づくり・評価等）についての考察、およ
び実践（全国の具体的な実践の紹介）に関する検討を行う。
また、生活科の単元開発の演習を行うことで翌年以降の実
践を改善することをねらう。また，低学年では生活科を中心
とする教育課程を編成することで，幼稚園と小学校との段階
間で資質・能力の接続を図るという観点からも幼稚園教諭も
対象とする。

野口　徹（地域教育文化学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年12月24日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
6,000円 20人

令和3年10月1日～
令和3年10月15日

令03-
10013-
503198号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/
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山形大学 【選択】経済学の基礎を学ぶ

本講習では、経済学、とりわけ国といった単位で集計された
経済活動を分析するためのマクロ経済学に焦点を当て、そ
の基礎について学ぶ。
具体的な内容は下記の通りである。まず、国内総生産や物
価水準などの指標を説明する。次に、こうした指標がどのよ
うに決まるかを考えるためマクロ経済モデルを説明する。

溜川　健一（人文社会科学部主担当准教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月21日 教諭
高等学校教諭

（公民）
6,000円 15人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503199号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】インターネット時代の英語
の姿ー誤訳と逸脱から文法の役
割を再考する

明示的な文法指導が敬遠される昨今であるが、英語教員が
文法について一定の体系的な理解を持つとともに、現代英
語の姿を大局的に捉えておくことは、自信を持って英語教育
を行い、生徒の「なぜ」という疑問に答える上でも、必要かつ
有益であると思われる。本講習では、現代英語の変化と変
異を視野に入れつつ、（１）インターネットと機械翻訳の時代
における誤訳の問題と（２）逸脱的・変則的な英語表現を素
材に、文法の役割について再考し、英語についての理解を
深めることを目的とする。

鈴木　亨（人文社会科学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月11日 教諭
中学校教諭（英
語）・高等学校教

諭（英語）
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503200号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】教授学習活動における教
授者と学習者のあり方に関する
検討

過去に実施された授業の授業記録をとったり，ディスカッショ
ンなど実習的な要素を含めながら，特に学習者と教授者の
活動や言動に焦点をあてることを通して，授業のあり方につ
いて検討する。また授業記録の意義・機能・意味などに関す
る考察を主として参加者自身が行うことによって，授業評価
についても検討する．

廣田　信一（地域教育文化学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校教諭・中

学校教諭
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503201号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】総合的な学習（探究）の時
間の理論と実践

新学習指導要領に示された内容を基に、総合的な学習の時
間（高校は「総合的な探究の時間」）に関する理論（単元計
画・授業づくり・評価等）についての考察、および実践（全国
の具体的な実践の紹介及びワークショップによる単元計画
作成）に関する検討を行う。2学期以降の実践を改善するこ
とにつなげていくことをねらう。

野口　徹（地域教育文化学部主担当教授） 山形県山形市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503202号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

山形大学
【選択】自己決定的態度につなが
る性教育を考える

「性にかかわる自己決定的態度形成において、相手との関
係に葛藤を生じさせる可能性のある、意思決定を行う行動
力を養うことが、現状では学校での性教育が十分でない可
能性がある。知識の伝達に重点を置いた性教育では不十
分だということであろう。」（「若者の性白書」：2019）
学校における性に関する指導の問題点や課題について協
議し、性に関する指導の実践例から、児童生徒の自己決定
的態度に貢献できる内容や指導方法について考察する。

畔柳　まゆみ（地域教育文化学部主担当准教
授）

山形県山形市 6時間 令和3年8月6日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
10013-
503203号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/jp/

宇都宮大学 【選択】英語コミュニケーションⅠ

受講者のリスニングおよびスピーキング能力向上を主たる
目的とする。さらに，講習における授業形態をそのまま現場
の授業で応用することが可能となるよう，年少者を対象とし
た歌，リズム，および様々なアクティビティーを使用する。本
講座の受講により受講者は，英語によるコミュニケーション
能力を向上させ，音楽やアクティビティーを効果的に英語指
導に採り入れるための知識と指導技術を修得する。

Luke　WINN（基盤教育センター非常勤講師）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月7日 教諭
小・中教諭（英

語）
6,000円 20人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504030号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】たのしい音楽授業のため
の鑑賞教育のポイント

本講座では，小学校，中学校，高等学校の音楽授業の構成
要素となる「鑑賞」に焦点をあて，その授業方法について研
究します。さまざまな音楽鑑賞教材を用い，児童生徒が興
味をもって鑑賞するには，どのような視点で授業を行ったら
よいか，わかりやすく，たのしい音楽授業を目指すために，
アプローチの方法，ワークシートの作成方法など教育現場
で役立つポイントを講義しながら，実践を行います。

平井　李枝（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月8日 教諭
小・中・高教諭

（音楽）
6,000円 30人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504031号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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宇都宮大学 【選択】英語コミュニケーションⅡ

受講者のリスニングおよびスピーキング能力養成を主たる
目的とする。さらに，講習における授業形態をそのまま現場
の授業で応用することが可能となるよう，年少者を対象とし
たStory-telling，Role-play等を使用する。本講座の受講によ
り受講者は，英語によるコミュニケーション能力を向上させ，
Story-telling，Role-play等を，効果的に英語指導に採り入
れるための知識と指導技術を修得する。

Luke　WINN（基盤教育センター非常勤講師）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月8日 教諭
小・中教諭（英

語）
6,000円 20人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504032号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】保護者との関係づくりのコ
ミュニケーション

保護者との関係づくりは教職における大きな悩みの一つと
言われる。保護者からのメッセージの読み取りは難しく，そ
の心理的な要因を十分踏まえて対応しないと教員に過度の
自責感や怒りが生じることもある。逆に，教師の物言いが保
護者に困惑，不信，怒りを与えてしまうことも担当講師の教
育相談の経験からは見えてくる。本講習はこのような保護者
－教師間のコミュニケーションのポイントを学ぶものであり，
受講者各自の改善へのヒントとなることを目的とする。

川原　誠司（教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月9日 教諭 全教諭 6,000円 55人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504033号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】《もみじ》と《ギザギザハー
トの子守唄》はなぜ似ているか―
音楽のフシギ・音楽のしくみ―

学習指導要領にある「音楽的な見方・考え方」を働かせ「曲
想と音楽の構造などとの関わりについて理解」するとはどう
いうことか？ 小学校歌唱教材《もみじ》と《ギザギザハートの
子守唄》はどこが似ているのか？ 《翼をください》はなぜ感
動的なのか？ 《世界に一つだけの花》はどんな味わいなの
か？ 音楽のフシギとそのしくみを考察し，歌唱・器楽の表現
を工夫したり，音楽を味わって鑑賞するためのポイントを解
説します。

木下　大輔（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月9日 教諭
小・中・高音楽担

当教諭
6,000円 25人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504034号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】体育の実技指導に活かす
運動観察と授業づくり

走，跳，投などの基礎的な運動について，何m投げられた
か，何秒で走れたかなどの記録をもとにした数量的な評価
ではなく，どのような動きが身に付いているかという質的な
評価の見方について学びます。そして，体育授業における
観察学習の意義やその効果的な指導について考えます。

加藤　謙一（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月9日 教諭
幼・小・中・高の
体育や運動部を
指導する教諭

6,000円 60人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504035号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】なぜ毛筆で学ぶのか－書
写指導の誤解と真実－

子どもたちの道具セットを見られよ。セットの価格からして毛
筆の品質は想像できる。それよりも，固まった筆，穂先の割
れた筆で授業が行われている。体育では空気の抜けたボー
ルを使うことはない。書写の教科書は改訂ごとに活字のよう
な四角い文字になる。練習用紙と清書用紙，教師用の朱
墨，それに○○書道展。無くてもよい順に並べた。いよいよ
低学年に水書筆が導入される。何のために何をどう伝える
のか。板書の文字はもとより，ひらがなと楷書の正しい形，
行書学習の本来的意義をお伝えする。

中島　宗晧（地域デザイン科学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月9日 教諭
小・中教諭（国

語）
6,000円 24人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504036号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】子どもが自ら学び始める
学習指導—主体的・対話的で深
い学びの実現に向けて—

主体的で自律的な深い学びを実現する学習指導：授業の動
画や子ども達の作文をもとに参加者のみなさんと一緒に考
えます。子ども達の深い学びを実現するためには，どのよう
な学習指導をどのような手がかりをもとに実施するかという
具体的な事例も提示します。

溜池　善裕（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月18日 教諭 小教諭 6,000円 40人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504037号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】鍵盤ハーモニカの基礎講
座

小学校の音楽の授業や合奏で用いられることの多い，鍵盤
ハーモニカ演奏の講座です。教育用楽器と思われがちです
が，近年はプロのプレイヤーも登場しています。この講座で
は，様々な奏法や演奏スタイルについて勉強し，その成果
を創意工夫に満ちた魅力ある合奏や児童等の演奏技術の
向上に役立てていただきたいと考えています。最後に，受講
生それぞれに演奏をしていただきます。

新井　恵美（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月18日 教諭
音楽に携わる全

教諭
6,000円 25人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504038号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宇都宮大学
【選択】心のバリアフリーに焦点を
あてた福祉教育の実践的検討

高齢者や障害者の疑似体験に取り組む学校は多い。その
実施にあたっては多くの課題を検討し，準備する必要があ
るが，具体的に実践に即して検討する機会はほとんどない
のが現状である。そこでこの講習では，主として公共交通の
利用場面に焦点をあて，交通弱者の置かれている状況を理
解するための「心のバリアフリー」の推進に向けた授業のあ
り方について，国土交通省の協力を得て，実車(ノンステップ
バスや福祉タクシーなど)を利用して実践的な検討を行う。

長谷川　万由美（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 42人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504039号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】プログラミング入門

小学校は2020年度，中学校は2021年度から実施される新
学習指導要領では，義務教育におけるプログラミング教育
が必修化される。本講義は，プログラミングの初心者に対
し，教員はアルゴリズムだけでなくコーディングも理解させ，
センサーを使ったプログラミングを体験し，修得することを目
的とする。

松原　真理（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月19日 教諭
小・中教諭（プロ
グラミング未経験

者）
6,000円 30人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504040号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】たのしい音楽授業のため
の鑑賞教育のポイント

本講座では，小学校，中学校，高等学校の音楽授業の構成
要素となる「鑑賞」に焦点をあて，その授業方法について研
究します。さまざまな音楽鑑賞教材を用い，児童生徒が興
味をもって鑑賞するには，どのような視点で授業を行ったら
よいか，わかりやすく，たのしい音楽授業を目指すために，
アプローチの方法，ワークシートの作成方法など教育現場
で役立つポイントを講義しながら，実践を行います。

平井　李枝（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月19日 教諭
小・中・高教諭

（音楽）
6,000円 30人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504041号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】保健授業を活性化させる
ための方策

学校における健康教育の中核である，教科としての保健の
授業を活性化するための方策について，学習指導要領で示
された内容等を踏まえながら議論する。その際，「主体的・
対話的で深い学び」の観点からの学習活動の工夫について
は重視して扱う。なお講習では，受講者によるグループワー
ク等も適宜取り入れながら進める。

久保　元芳（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

小・中・高教諭
（保健体育）,養護

教諭
6,000円 50人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504042号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】障害の重い子どもとの教
育的係わり合い

本講習では，障害の重い子どもとの長期間の教育実践経験
を有する人を主たる対象として，重度・重複障害教育におけ
る実践研究（アクション・リサーチ）の現状と課題，特に教育
的係わり合いの視点について，映像資料を用いながら解説
したり，受講生相互に協議したりする。そのなかで，教育的
係わり合いとは実践研究に他ならず，実践を省察し記述す
ることが実践的見識を高めるということを先生方と共有して
いきたい。

岡澤　慎一（大学院教育学研究科准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

特別支援教諭，
養護教諭

6,000円 60人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504043号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】省察をとおした英語授業
改善を考える

英語教師として，何を知り，どのようなことを考え，信じてい
るのかといった自身の言語教師認知を再認識し，日々の授
業実践を振り返る省察という行為を通じて，さらなる英語教
育としての成長を目指します。また，授業の質向上のための
方法のひとつである実践研究について，授業改善のための
問いの立て方や，質的研究方法を中心としたデータ取集・分
析・解釈方法の知識を身につけ，より良い授業づくりについ
て考察します。

田所　貴大（共同教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月20日 教諭
小・中・高教諭

（英語）
6,000円 20人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504044号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】鍵盤ハーモニカの基礎講
座

小学校の音楽の授業や合奏で用いられることの多い，鍵盤
ハーモニカ演奏の講座です。教育用楽器と思われがちです
が，近年はプロのプレイヤーも登場しています。この講座で
は，様々な奏法や演奏スタイルについて勉強し，その成果
を創意工夫に満ちた魅力ある合奏や児童等の演奏技術の
向上に役立てていただきたいと考えています。最後に，受講
生それぞれに演奏をしていただきます。

新井　恵美（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月20日 教諭
音楽に携わる全

教諭
6,000円 25人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504045号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宇都宮大学 【選択】水彩画の基礎技法

水彩絵具の素材の特長を踏まえ，図画工作や美術における
水彩画に関する題材や児童，生徒に描画を指導する上での
ポイントについて講義します。また，幾つかの簡単な題材を
通して水彩画の基本的な描き方を教授します。それにより，
素材の使用法や描画手順の違いによる作品の印象の違い
について触れます。

株田　昌彦（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月20日 教諭
小・中教諭（美

術）
6,000円 30人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504046号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】わが国の稲作技術と経営

米作りは多くの小学校で体験学習として取り入れられてい
る。しかしながら，単なる農作業体験で終わっていることが
多い。指導をする先生方が日本の稲作の現状をより正しく
理解しておくことによって，児童が米作りの体験学習を通じ
て，作業体験のみにとどまらず様々な角度から稲作をより深
く理解できる様々な素材を提供できるものと考えている。ま
た，中学校や高等学校の先生方にも有意義な内容になるよ
うに努めたい。

高橋　行継（農学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月20日 教諭
小・中・高教諭
（社会・理科・公

民・農業）
6,000円 50人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504047号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】中学校理科の実験講習

中学校理科1分野における次の内容を，実験を中心に取り
扱う。
光：蜃気楼，シュリーレン現象など，身近な屈折現象に関す
る実験を通じて，「見え方」に関する認識を深める。
電流と磁石：磁力線とは。超簡単モーターの仕組みを探る。
水溶液とイオン：酸・アルカリとはどういう性質か。電気泳
動。化学電池の仕組み。
その他。

南　伸昌（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月28日 教諭 中教諭（理科） 6,000円 20人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504048号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】指揮をより分かり易くする
ために

指揮は合唱，器楽合奏等において必要不可欠である。現実
には奏者の指導に集中するあまり，自分の指揮法を見直す
機会があまり多いとは言えないのが現状である。そこで，一
度原点に立ち戻り，奏者にとって分かりやすい図形，たた
き，拍の取り方から指揮者のイメージの中に音がどのように
鳴っているかどうか，呼吸と照らし合わせながら検証し，講
習を行う。

髙島　章悟（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月28日 教諭
音楽に携わる全

教諭
6,000円 40人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504049号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】生活をかたちづくる美術

人々が自分たちの身の回りの場やものをより良くしていこう
とする活動・・・そんなヴァーチャルではなくリアルを形づくっ
てきた美術の初心を振り返るところからはじめ，講義と実技
を交えながら，美術そして美術教育の本質的な意義につい
て改めて考えてみたいと思います。

梶原　良成（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月28日 教諭
小・中・高教諭

（美術）
6,000円 30人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504050号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】健康のための食と栄養

飽食の時代と呼ばれるように，日本人の栄養状態は豊かで
あると考えられています。一方で，偏食，過度なダイエット，
肥満，食物アレルギーなど新たな問題が生じています。これ
らの問題は，体の中の栄養素の代謝の問題です。本講義で
は，栄養素の基礎的な化学と代謝をベースに，現代社会で
起きている栄養問題について解説します。理科教員の化学
に関する素養向上に資する内容ではないことを申し添えま
す。

蕪山　由己人（農学部教授）
栃木県宇都宮
市

12時間
令和3年8月28日～
令和3年8月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 100人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504051号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】英語コミュニケーションⅢ

受講者のリスニングおよびスピーキング能力養成を主たる
目的とする。さらに，講習における授業形態をそのまま現場
の授業で応用することが可能となるよう，様々なアクティビ
ティーや，グルーピング（whole-group，small-group，pair
work，individual work等）を使用する。本講座の受講により
受講者は，英語によるコミュニケーション能力を向上させ，
積極的に英語で授業を行うための知識と指導技術を修得す
る。

Joshua　KIDD（基盤教育センター非常勤講師）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月4日 教諭
小・中教諭（英

語）
6,000円 20人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504052号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宇都宮大学 【選択】やさしい光学と実験

光学は「物理の母」「産業の塩」と呼ばれる通り，目で見える
現象の理解は科学・技術の原点とも言えるでしょう。現象の
理解を通じて科学への興味を引き出す教育のために，日常
生活で目にする光学現象について光科学の基礎から解説し
ます。光が伝わる仕組みや光の特性を理解いただき，虹が
見えたときには児童や生徒に光の波長や反射屈折を説明し
てください。光学の実験室の見学とともに，子供たちが驚くよ
うな空中表示の実習を行います。

大谷　幸利（工学部教授）
山本　裕紹（工学部教授）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月4日 教諭
小・中・高教諭
（理科・技術・工

業）
6,000円 30人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504053号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】英語コミュニケーションⅣ

受講者のリスニングおよびスピーキング能力養成を主たる
目的とし，特にトピックとして「Culture」を扱う。講習における
授業形態をそのまま現場の授業で応用することが可能とな
るよう，様々なアクティビティー（role play，presentation，
discussion等）を使用する。本講座の受講により受講者は，
英語によるコミュニケーション能力を向上させ，さらに日本文
化と英語圏の文化を比較対照して教えるための，知識と指
導技術を修得する。

Joshua　KIDD（基盤教育センター非常勤講師）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月5日 教諭
小・中教諭（英

語）
6,000円 20人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504054号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】教師の精神的健康に必要
な5つの意識

精神的健康を考えるときに精神的要素のバランスを考える
ことは重要であり，様々な課題やストレスに対してバランス
よく対応できることが安寧や成長につながる。本講習では教
師に必要な５つの意識を解説し（その際には視聴覚素材も
十分に活用する），またグループ討論も行い，自らの意識バ
ランスの課題や改善について内省することを目的とする。グ
ループ討論の資料とするために，受講者には事前に簡単な
課題をお願いする予定です。

川原　誠司（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

12時間
令和3年9月11日～
令和3年9月12日

教諭 全教諭 12,000円 40人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504055号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】小学校理科の実験講習

 実験や工作を通じて，小学校理科の次の内容を扱う。
　・燃焼の仕組み：炎の性質，燃える条件，固体・液体・気体
の燃え方の違い。
　・水溶液の性質：酸・アルカリと物質の安定性，身の回りの
指示薬。
　・顕微鏡による観察：デンプン粒の観察，葉の気孔の観
察。
　・電気の利用：発電・蓄電，電気の変換・利用，電磁石。
　・その他

南　伸昌（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月11日 教諭 小教諭 6,000円 20人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504056号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】たのしくわかる化学実験
のコツ

中学校理科第1分野，及び高等学校化学分野の実験の中
からいくつかの教材を精選して，体験的に知識を再確認して
戴きます。教科書で扱う化学実験の初歩から発展的なもの
まで順を追って，安全・確実に実験を成功させるノウハウを
説明します。ねらい：「たのしくわかる化学実験」の「わかる」
という部分について，「何をどのように分からせるか」考える
ことも有意義でしょう。

山田　洋一（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月11日 教諭
小・中・高・特別
支援教諭（理科）

6,000円 32人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504057号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】英語の文学作品を授業で
活用するには

英語で書かれた文学の様々な表現形式・ジャンルについて
知る。その上で，授業で教材として英語の文学作品を扱う場
合には，どのような点に注目できるのか考える。道徳的，教
訓的なメッセージとして文学作品の「内容」を読むだけでな
く，英語の特徴的な表現・伝統的な文学形式との対話を読
み取ることの面白さを理解し，伝えられるようになる。ナーサ
リーライム（マザーグース）ほか，詩を中心に多くの作品の
原文を紹介する。

五十嵐　奈央（共同教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月11日 教諭
小・中・高教諭

（英語）
6,000円 20人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504058号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宇都宮大学
【選択】幼児期から小学校低学年
における目が見えにくい子への
支援

本講座では，乳幼児期から小学校低学年における目が見え
にくい子どもたちの学び方について，弱視シミュレーションな
どの体験的活動を通して理解する。事例検討をし，支援方
法や，園や学校での環境整備，家庭への支援について考え
る。また，目が見えない子どもたちの学び方についても，
様々な体験活動を通して理解する。

福田　奏子（共同教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月12日
教諭

養護教
諭

幼・小・特別支援
学校教諭，養護

教諭
6,000円 40人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504059号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】三島由紀夫の戯曲を読む

三島由紀夫は，小説とともに演劇に情熱的に取り組み，多く
のすぐれた現代戯曲を書き残している。この講義では，三島
が能を近代的な装いのもとに転生させた現代戯曲『近代能
楽集』連作について分析し，古典の受容の問題についても
考える。文学作品の緻密な理解を通して，読解力と考察力
を養成し，教育活動に活かしたい。なお三島由紀夫『近代能
楽集』（新潮文庫）所収「卒塔婆小町」「葵上」「班女」を事前
に読んでくることが，本講習の必須の受講要件となる。

守安　敏久（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月12日 教諭
中・高教諭（国

語）
6,000円 45人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504060号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】小学校理科授業の基本

小学校理科授業を構想する際の基本を押さえるために，児
童の抱く科学概念，問題解決の過程などについて解説しま
す。物理，化学の教材を精選して観察・実験の場面を体験
的に学び，指導のポイントを考察します。理科におけるもの
づくりの例も取り上げようと思います。おもに小学校教員（特
に理科系出身でない方）を対象とします。

人見　久城（大学院教育学研究科教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月12日 教諭
小学校教諭（特に
理科系出身でな

い方）
6,000円 16人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504061号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】音楽著作権法入門

インターネットの普及やグローバル化の進展により，著作権
について知ることはとても重要になってきています。学校現
場でも，文化祭，運動会，合唱コンクール，校内放送，音楽
の授業といったように，音楽の著作物を利用する機会がとて
も多くあります。そのような場面に遭遇した時，著作物の適
切な利用の仕方を考えられるよう，著作権法の概要や具体
例の検討を行います。基本的な法律の知識がなくても受講
できます。

新井　恵美（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月12日 教諭

音楽に携わる全
教諭（専門教科を
限定するもので
はありません）

6,000円 45人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504062号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】児童・生徒の地域理解を
うながす地理情報の活用とフィー
ルドワーク

本講座では，児童・生徒の身近な地域や，教師に訪問や見
学の経験がない地域の，自然環境・歴史・産業・交通・文化
などの特色を，授業でいきいきと伝えるための視点や方法
を，地形図の読図，空中写真の判読，Webサイトでの統計地
図の作成など，実際の作業をつうじて学びます。また，グ
ループ単位で会場周辺の街区を踏査し，観察結果を共有す
ることにより，地域調査（フィールドワーク）に必要な基本的
技能を獲得することをめざします。受講者は，USBメモリを用
意してください。

松村　啓子（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月18日 教諭
小・中・高・特別
支援学校教諭
（社会・地歴）

6,000円 22人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504063号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】素数の現れ方（素数列）
の規則性・不規則性について

この講習では，まず整数の素因数分解の一意性や素数が
無限個あることについて演習問題を交えながら解説する。
次に，素数の現れ方（素数列）の規則性・不規則性につい
て，「素数定理」や「等差数列定理」を例に演習問題を交え
つつ具体的に解説する。最後に，リーマン予想について簡
単に触れる。

酒井　一博（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月18日 教諭
中・高教諭（数

学）
6,000円 20人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504064号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】生物実験の基礎と応用

生物分野の実験は失敗することが多く授業では苦労を伴い
ます。本講座では，中学校理科および高等学校生物分野の
実験の中からいくつかを精選して，安全・確実に実験を成功
させるポイントを解説します。また，教科書に記載されている
実験をベースにした応用的内容の実験も紹介します。基礎
的な内容を多く含むため，生物実験をあまり得意にされてい
ない方向けの講義と考えて下さい。

井口　智文（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月18日 教諭
中・高教諭（理

科）
6,000円 20人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504065号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宇都宮大学 【選択】やさしい伝熱と熱力学

我々の生活を取り巻く熱の流れに関し，伝熱工学と熱力学
の観点から，熱が伝わる仕組みや熱の利用方法を基礎から
わかりやすく解説する。熱が伝わる仕組みや熱の特性を児
童・生徒に教え理解させることにより，熱を通して，科学への
興味を引き出したい。また，これらの知識の応用として，普
段の生活をより快適にする方法，効率よく，かつ，安全に調
理を行う方法，火傷に対して適切で迅速な処置方法につい
ても解説する。

二宮　尚（工学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高教諭
（理科），養護教
諭，栄養教諭

6,000円 80人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504066号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】ドラムサークルを活用した
仲間づくりの理論と実践

本講座では，生徒・児童同士，生徒・児童と教員とのコミュニ
ケーションを深めるための方法として，音楽，中でも打楽器
が持つ心理的，身体的，社会的な作用に着目する。とくにド
ラムサークル(参加者が輪になって打楽器を演奏する音楽
療法の一種)をとりあげ，ドラムサークルファシリテーションの
基本を学びながら，学校の中で生かす方法を検討する。

長谷川　万由美（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月19日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 30人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504067号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】英文法の諸相：機能的視
点からの構文の基本と発展

英語の文法事項の中から幾つかの言語現象をテーマとして
取り上げ，日本語の例も交えながら言語事実の観察を行
い，意味・情報構造や発話行為などの機能的観点から分析
を行っていきます。言語現象の分析の実践を通じて，ことば
に対する生徒の意識を高める教材研究・開発に資すること
を目指します。日頃抱えている英文法指導上の疑問や課題
をお互いに共有し，議論する場にもしたいと思います。

岩﨑　宏之（共同教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月19日 教諭
中学校・高等学

校英語教諭
6,000円 40人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504068号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】指揮をより分かり易くする
ために

指揮は合唱，器楽合奏等において必要不可欠である。現実
には奏者の指導に集中するあまり，自分の指揮法を見直す
機会があまり多いとは言えないのが現状である。そこで，一
度原点に立ち戻り，奏者にとって分かりやすい図形，たた
き，拍の取り方から指揮者のイメージの中に音がどのように
鳴っているかどうか，呼吸と照らし合わせながら検証し，講
習を行う。

髙島　章悟（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月19日 教諭
音楽に携わる全

教諭
6,000円 40人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504069号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】ドラムサークルを活用した
仲間づくりの理論と実践

本講座では，生徒・児童同士，生徒・児童と教員とのコミュニ
ケーションを深めるための方法として，音楽，中でも打楽器
が持つ心理的，身体的，社会的な作用に着目する。とくにド
ラムサークル(参加者が輪になって打楽器を演奏する音楽
療法の一種)をとりあげ，ドラムサークルファシリテーションの
基本を学びながら，学校の中で生かす方法を検討する。

長谷川　万由美（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月20日
教諭

養護教
諭

全教諭，養護教
諭

6,000円 30人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504070号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】ネットによる心と脳・体の
発達阻害とネット依存

幼児・児童・生徒のネット・ゲームへの長時間接触とネット依
存が問題視される中，脳・視聴覚等の発達阻害，睡眠障害
による発達不全等が医学研究の中で明らかにされつつあり
ます。少なくない教員は子どもの異変に気づいていますが，
社会的認知は遅れています。発達阻害・健康被害の事実・
現象とネットとの相関関連，エビデンスを分析し，参加者と共
に幼稚園や学校での指導のあり方を考えます。演習も重視
し学校で啓発講演を行える力量の形成をめざします。

大谷　良光（青森大学　客員教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小・中・
高教諭，養護教
諭，栄養教諭

6,000円 100人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504071号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】鍵盤ハーモニカの基礎講
座

小学校の音楽の授業や合奏で用いられることの多い，鍵盤
ハーモニカ演奏の講座です。教育用楽器と思われがちです
が，近年はプロのプレイヤーも登場しています。この講座で
は，様々な奏法や演奏スタイルについて勉強し，その成果
を創意工夫に満ちた魅力ある合奏や児童等の演奏技術の
向上に役立てていただきたいと考えています。最後に，受講
生それぞれに演奏をしていただきます。

新井　恵美（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月20日 教諭
音楽に携わる全

教諭
6,000円 25人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504072号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宇都宮大学 【選択】米文学と地域性

英語教育に関わる英語圏文学について，アメリカ合衆国を
例に地域の多様性という観点から講義する。具体的には，
合衆国の文学を，北東部，南部，中西部，西部といった地域
との関係から考察する。

米山　正文（国際学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月20日 教諭
小・中・高教諭

（英語）
6,000円 30人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504073号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】クラスの「人気者」とスクー
ルカースト

クラスの「人気者」は，クラスの皆から慕われているのか？
必ずしもそうとは限らないことが国内外の調査研究でわかっ
てきた。いわゆるスクールカーストもこの問題に関係してい
る。慕われていないのにどうやって「人気」を獲得するのか。
「人気者」はどのような影響を与えるのか。「人気」がないと
どうなってしまうのか。国内外の調査・研究結果を紹介しな
がら，「人気」のあるなしに関する問題への対策を考える。

小原　一馬（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月23日 教諭 全教諭 6,000円 40人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504074号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】ICTで学ぶ自然地理学の
基礎

社会科地理分野の中でも，自然地理学領域（地形学，気候
学等）は教えにくいと感じている先生方も多いと思います。
本講座では，近年整備が著しく進んだ地理院地図を始めと
したWEB上の教材を活用して，自然地理学の基礎について
学ぶことを目標とします。本当に基本的なことからはじめて
行きますので，自然地理学を基礎の基礎から学んでみたい
と思っていらっしゃる先生方の受講をおすすめします。参加
に当たっては，お手持ちのスマートフォンを活用していただく
のが一番ですが，こちらでもタブレット等を一定数準備しま
す。

瀧本　家康（共同教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月23日 教諭
主として中教諭
（社会），中教諭

（理科）も可
6,000円 18人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504075号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】《もみじ》と《ギザギザハー
トの子守唄》はなぜ似ているか―
音楽のフシギ・音楽のしくみ―

学習指導要領にある「音楽的な見方・考え方」を働かせ「曲
想と音楽の構造などとの関わりについて理解」するとはどう
いうことか？ 小学校歌唱教材《もみじ》と《ギザギザハートの
子守唄》はどこが似ているのか？ 《翼をください》はなぜ感
動的なのか？ 《世界に一つだけの花》はどんな味わいなの
か？ 音楽のフシギとそのしくみを考察し，歌唱・器楽の表現
を工夫したり，音楽を味わって鑑賞するためのポイントを解
説します。

木下　大輔（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月23日 教諭
小・中・高音楽担

当教諭
6,000円 25人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504076号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】C言語プログラミング入門

本講習では，プログラミング言語の一つであるC言語の基礎
知識や基本文法を学びます。ソフトウェア（プログラム）作成
には，ハードウェアの知識も必要となるため，初めに，コン
ピュータの簡単な仕組みについて解説した後，プログラミン
グの実習を行います。プログラミングでは，Microsoft Visual
Studio 2015を使用します。本講習は，初めてプログラミング
またはC言語を学ぶ受講生を対象としています。

外山　史（工学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月23日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 25人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504077号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】数学的に考える力を育て
る数学的活動に向けて

数学的に考える力を育てるために，数学的活動をどのよう
に算数・数学の授業のなかで実現させていけばよいかにつ
いて具体例に即して一緒に考えていきます。算数・数学の教
科書の問題等を題材に，授業づくりに関わる演習も行う予
定です。自身の算数・数学の授業を省察するとともに，数学
的活動の視点から日々の授業を改善する糸口を見い出す
機会になればと思います。

日野　圭子（大学院教育学研究科教授）
川上　貴（共同教育学部講師）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月25日 教諭
小・中教諭（数

学）
6,000円 25人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504078号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宇都宮大学
【選択】体験し測定して学ぶ放射
線

中学校第１分野で放射線について触れることを視野に入
れ，身のまわりの放射性物質，一般的な放射線の性質，放
射線の遮へい，放射線測定器の原理などについての知識・
技能を再確認していただきます。具体的には，放射線発見
から現在の放射線利用の姿までの歴史を振り返り，霧箱に
よる放射線軌跡の可視化，放射線測定器（サーベイ・メー
ター）を使った身のまわりの放射線測定法の修得，金属の
種類・厚みと透過放射線強度の関係のグラフ化などを行い
ます。

山田　洋一（共同教育学部教授）
岩井　秀和（工学部助教）
夏目　ゆうの（共同教育学部助教）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月25日 教諭
小・中・高・特別
支援教諭（理科）

6,000円 32人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504079号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】ICTを活用して地球を探究
する

理科の他の分野（物理・化学・生物）と異なり，地学は教室
内で実物の観察や実験が難しい科目です。しかし，近年で
はそれらをICTを用いることでカバーできたり，探究的な活動
を行ったりすることができるようにもなりました。この講習で
は，地学分野の中でも最も基本となる「地球」についてICT
（PCやタブレット，スマートフォン等）を活用した探究活動を
実際に行います。参加に当たっては，お手持ちのスマート
フォンを活用していただくのが一番ですが，こちらでもタブ
レット等を一定数準備します。

瀧本　家康（共同教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月25日 教諭
主として中教諭

（理科）
6,000円 18人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504080号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】美術史研究と鑑賞教育～
美術作品の見方～

この講習では美術史研究の学的展開とそこから導かれる観
点を整理し，美術史上の重要な作品や教科書掲載作品など
の美術概念やその特性などを分析する。また，単なる知識
理解にとどまらない感性的な美術作品の見方を捉え，図画
工作・美術の鑑賞題材や鑑賞教育のあり方を受講者ととも
に考察，検討する。

本田　悟郎（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月25日 教諭
小・中・高教諭

（美術）
6,000円 30人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504081号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】これからの体育授業の考
え方と授業づくりの実際（ゲーム・
ボール運動を中心に）

体育授業における「主体的・対話的で深い学び」をテーマ
に，これからの体育に求められる理論や学習観，方法論を
学びます。その際に授業づくりのアイデア等を紹介しながら
理解を深めます。また，理論的な内容に加えて実践的な理
解も深めるため実技を通した内容も行います。特に小学校
のゲーム・ボール運動領域の内容を中心に中学校の球技
につながる内容を取り上げて学びたいと考えています。
※状況に応じて、実技内容を講義に変更することがありま
す。

石塚　諭（共同教育学部講師）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月25日 教諭
小・中教諭（保健

体育）
6,000円 32人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504082号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】教育相談の基礎となる心
理療法的観点

教育相談の際には児童生徒の様々な心理的側面に焦点を
当てることが求められる。教員はカウンセラーではないので
専門的対応まで求められていないが，最初の段階でできる
だけ適確で安定的な対応をすることが望まれる。本講習は
その際に必要な心理療法的観点を解説する。実際の教育
現場での適用に思いを馳せて自らの改善につなげてもらい
たい。児童生徒年齢を念頭に置いた説明なので，小～高の
教員で関心のある方が適しています。

川原　誠司（共同教育学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月26日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 55人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504083号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】学校文法と文法指導

この講習では，主に中学校・高等学校の国語科授業の中で
行われる文法指導において依拠される「学校文法」の問題
点について講義をし，学校文法の特質とその他の文法論に
ついて知識を深めてもらう。そのことを通して，必要な・適切
な文法指導について考えを深めてもらう。

三宅　俊浩（共同教育学部助教）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月26日 教諭
中学校教諭（国
語）・高等学校教

諭（国語）
6,000円 45人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504084号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宇都宮大学
【選択】《もみじ》と《ギザギザハー
トの子守唄》はなぜ似ているか―
音楽のフシギ・音楽のしくみ―

学習指導要領にある「音楽的な見方・考え方」を働かせ「曲
想と音楽の構造などとの関わりについて理解」するとはどう
いうことか？ 小学校歌唱教材《もみじ》と《ギザギザハートの
子守唄》はどこが似ているのか？ 《翼をください》はなぜ感
動的なのか？ 《世界に一つだけの花》はどんな味わいなの
か？ 音楽のフシギとそのしくみを考察し，歌唱・器楽の表現
を工夫したり，音楽を味わって鑑賞するためのポイントを解
説します。

木下　大輔（共同教育学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月26日 教諭
小・中・高音楽担

当教諭
6,000円 25人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504085号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】スリランカの紅茶農園コ
ミュニティ支援を通した国際協力
と交流

スリランカは，戦後イギリスから独立し，現在でも紅茶輸出
量世界第2位を誇る。日本の紅茶も7割以上はセイロン
ティーである。しかし，生産国であるスリランカの紅茶農園と
そこに居住する労働者コミュニティの生活環境はいまだに過
酷である。消費者である世界各国の人や日本人は彼らとど
のようにつながることができるのか？彼らの抱える問題点
を，文化的側面や欧米の市民社会の取り組みなども紹介し
ながら，消費者としての責任や生産者との建設的なつなが
り構築の可能性をグループワークを通して考える。

栗原　俊輔（国際学部准教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年9月26日 教諭
小・中・高教諭
（社会・地歴・公

民・英語）
6,000円 25人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504086号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】消費者教育

消費者教育推進法が制定され，学校は，消費者教育の
様々な場における推進の機関として位置付けられていると
ともに，消費者となりうる児童・生徒の安全・安心の確保に
関しても責任を負っている。このことを達成するためには学
校全体での取り組みが必要と思われるので，教科にとらわ
れない教諭を対象として，これまで担ってきた家庭科の視点
を基に小・中・高と体系的に捉えた消費者教育の授業実践
について検討したい。（zoomによる同時双方向型講習）

赤塚　朋子（共同教育学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月2日 教諭
小学校，中学校，
高等学校，特別
支援学校教諭

6,000円 100人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504087号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】見方・考え方を育む小学
校理科授業

小学校における理科の見方・考え方をテーマとします。小学
校理科において，子どもたちの見方・考え方を育む理科授
業の在り方について考察します。特に，子どもたちが科学現
象に対して持っている素朴な考え方を科学的な認識にして
いく概念変換に着目した授業デザインについて検討してい
きます。なお本授業は【zoomによる同時双方向型講習】の
形式で行います。オンライン講義ではありますが，通常講義
と同様に簡単な実験やグループワークも取り入れる予定で
す。

出口　明子（共同教育学部准教授） インターネット 6時間 令和3年8月3日 教諭 小学校教諭 6,000円 60人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504088号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】英語のイントネーション

英語の音声指導では，母音や子音に関しては比較的重視さ
れているが，イントネーションに関してはどうであろうか。イン
トネーションの指導法に関して質問すると，日本語で慣れて
いるピッチ変動の感覚を活用して真似れば問題ないという
回答をされる英語教師もいる。本当にそれで十分だろうか。
英語のイントネーションの構造を分析し，それを教育に活用
する方法もある。本講座では，「音調核」という概念を中心に
英語のイントネーションに関して考えたい。（zoomによる同時
双方向型講習）

湯澤　伸夫（国際学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月3日 教諭
小学校，中学校

教諭（英語）
6,000円 25人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504089号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学 【選択】子どもの食と健康

生活習慣病患者は増加の一途であり、その予防と対策が喫
緊なる課題とされています。生活習慣病を予防するために
は、子どもの頃からの生活習慣が重要な鍵となります。本講
座では食と健康に関する我が国の状況等について講義した
後、受講者の方々と現状や課題を共有しながら、望ましい食
生活を実践するためには、どのような知識や技能、環境等
が大切なのか、グループワークを取り入れながらまとめてい
きます。
（zoomによる同時双方向型講習）

大森　玲子（地域デザイン科学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 55人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504090号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html
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令和３年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宇都宮大学
【選択】地域を志向した授業づくり
の理論と実践

地域に根差した学習プログラムづくりや学校経営が叫ばれ
る一方，その具体的な実践に苦慮している現場の声も少な
からず聞こえてくる。本講座では，受講者自身のこれまでの
実践（あるいはこれから取り組みたい実践）を素材とし，成人
教育の理論に依拠しながら学校と地域を結ぶより良いコー
ディネーションの方策を学んでいく。（zoomによる同時双方
向型講習）

土崎　雄祐（元宇都宮大学特任助教） インターネット 6時間 令和3年8月9日 教諭 全教諭 6,000円 50人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504091号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】暮らしの中の電気電子技
術

電気電子技術は，今日の豊かな社会生活を支える基盤技
術となっている。本講座では，目に見えない電気電子現象
が私たちの身の周りや社会でどのように使われているか
を，電気電子工学分野の基本的な技術要素である「電力」，
「エレクトロニクス」，「通信」，「制御」の観点から説明するこ
とにより，理科の中でも生徒にとって得手不得手が分かれる
電気電子工学分野に興味をもたせるためのヒントを提供す
る。（zoomによる同時双方向型講習）

入江　晃亘（工学部教授）
船渡　寛人（工学部教授）
古神　義則（工学部教授）
平田　光男（工学部教授）

インターネット 6時間 令和3年8月21日 教諭

小学校，中学校，
高等学校教諭
（理科・技術・工

業）

6,000円 50人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504092号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】私達の暮らしの中の建築
と土木

私達の暮らしは，建築と土木の技術によって支えられ，安
心・安全・便利に，健康で心豊かな生活を送ることができま
す。建築・土木の扱う範囲は広く，建築は住宅から大規模ビ
ル・街区・都市・地域，土木は自然環境・社会基盤施設・都
市・地域・国土に及びます。本講座では，日頃当たり前に利
用している暮らしの中の建築技術，土木技術の原理や仕組
みを説明するとともに，災害への対応を含めた持続可能な
未来のために開発されている最新技術を紹介します。特別
な専門知識は必要ありません。（zoomによる同時双方向型
講習）

増田　浩志（地域デザイン科学部教授）
佐藤　栄冶（地域デザイン科学部准教授）
丸岡　正知（地域デザイン科学部准教授）
長田　哲平（地域デザイン科学部准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504093号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

宇都宮大学
【選択】幼児教育のいまとこれか
ら

幼稚園教諭（保育教諭）として経験を積んだいまだからこ
そ，あらためて幼児教育の原理と原則を再確認していく。具
体的には，「幼稚園教育要領」や「幼保連携型認定こども園
教育・保育要領」の再確認や幼児教育に関する様々な研究
成果や事例の紹介を行っていくことで，幼児教育のいまとこ
れからについて考えていく。テキストとして，「マンガでわか
る！幼稚園教育要領」（中央法規出版）を使用する。

浅井　拓久也（秋草学園短期大学　准教授） インターネット 6時間 令和3年9月11日 教諭
幼稚園教諭，保

育教諭
6,000円 100人

令和3年5月8日～
令和3年5月28日

令03-
10018-
504094号

028-649-5119

http://www.utsunomiya
-
u.ac.jp/menkou/menko
u.html

群馬大学
【選択】音楽科授業開発のための
知識

新学習指導要領では，音楽に対する感性を働かせ，他者と
協力しながら音楽表現を生み出したり音楽を聴いてその良
さなどを見出したり，更には，我が国や郷土の音楽に親しみ
よさが味わうことができるよう，我が国の音楽の充実化がよ
り一層図られている。本講義では，主に他者と協力しながら
の音楽づくりや鑑賞活動，我が国の音楽に焦点をあて，ど
のように指導していくべきか，実践を通して考えていく。
音楽科の教諭だけでなく、音楽に関する授業に関心のある
教諭、また、現在の音楽科教育の現状と課題を見つめ直
し、新たなる授業開発を試みようとする教諭の受講を期待し
ます。

中里　南子（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月7日 教諭

幼稚園・小学校
教諭及び音楽科
授業開発に関心

の深い教諭。

6,000円 20人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503834号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】地域調査の手法

小学校社会科における身近な地域・市町村・都道府県を対
象にした学習や，中学校社会地理的分野における地域調査
の手法に関連する題材を取り上げて，地域の地理的環境を
理解するための，さまざまな手法について学ぶ。「地理院地
図」の使い方，小地域統計などのデータの入手方法，主題
図やグラフの作成・活用の仕方について扱う。
実施形態：「同時双方向型」（Zoomによるリアルタイム配信）

関戸　明子（共同教育学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月7日 教諭
社会科を担当す
る小学校・中学校

の教諭
6,000円 30人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503835号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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群馬大学
【選択】知的障害のある子どもの
教育課程

戦後の学習指導要領や指導実践資料等を紐解きながら知
的障害教育における指導方法、教育課程の変遷を踏まえる
とともに、新しい学習指導要領の要点や指導方法の新動向
等をおさえることを通し、知的障害教育における指導形態、
教育課程の基本原理を理解する。

木村　素子（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月7日
教諭

養護教
諭

特別支援学校、
特別支援学級等
で知的障害のあ
る子ども（重複障
害を含む）の指導
にあたる教諭や
その指導に関心
のある教諭、養

護教諭

6,000円 60人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503836号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学

【選択】これからの情報教育と情
報モラル教育～小学校プログラミ
ング、情報セキュリティ、著作権を
中心として～

2020年度より始まった新しい学習過程における情報教育及
び情報モラル教育についての研修を行う。講義内容として
は、１.教育の情報化の概要、2.教師に必要な情報セキュリ
ティ、3.教師に必要な著作権の知識、４．小学校プログラミン
グ教育の4つの内容で進める。タブレット型端末を用意し、オ
ンライン教材を使った学習や教材体験、授業構想など体験
的な研修を行う。

小熊　良一（共同教育学部　講師） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月8日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
特別支援学校教

諭

6,000円 15人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503837号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】雷の発生メカニズムと避
雷の原理

群馬県の夏の風物詩である雷の発生メカニズムと雷（稲妻）
から身を守る方法を講義する．先ず，全球規模での雷の出
現特性を概観する．次に，発達した積乱雲の内部で正・負
の電荷が蓄積されるメカニズムについて説明する．電荷の
蓄積が進み，空気の絶縁破壊が起きると，稲妻が積乱雲か
ら地面に達する．写真・動画の資料を併用し，この稲妻の進
展過程について説明し，その知識を基に，落雷から身を守
る避雷方法の原理を説明する．

岩崎　博之（共同教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月8日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 30人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503838号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】体つくり運動及び表現運
動系の授業づくり・教材づくり

「体つくり運動」「表現運動及びダンス」の指導の目標・内容・
評価を理解し、授業をデザインするための具体的な方法に
ついて、理論及び実技を通して考える。「体つくり運動」およ
び「表現系ダンス」「リズム系ダンス」「フォークダンス」のそれ
ぞれの特性をとらえ、実践例を体験する。

木山　慶子（共同教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月8日 教諭

小学校教諭、保
健体育を担当す
る中学校・高等学

校教諭

6,000円 20人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503839号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】教育の中の医療

学校教員に必要な医療の幅広い知識を、専門用語を極力
用いない平易な言葉で解説する講義です。子どもの体と病
気について、教員に求められる医療の基礎的な知識と、近
年の医療の進歩や最新の知見なども解説します。さらに教
員自身の健康管理の上で必要なことや、社会や地域の変化
に伴い医療から見たこれからの教育・医療・福祉の連携の
在り方などにも触れます。

吉野　浩之（共同教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月8日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 40人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503840号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】日本語のしくみ

英語の授業でwillは「～だろう（でしょう）」と教わるが、新幹
線の車内で目にするWe will soon arrive at TAKASAKI.とい
う案内を「まもなく高崎に到着するでしょう」と訳したら、変な
感じがする（本当に高崎にとまってくれるのか少し不安にな
る）。この場合は、「まもなく高崎に到着します」と訳すべきだ
ろう。この講座では、日本語の述語に焦点をあてながら、日
本語のしくみを考えていく。

小林　英樹（共同教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月18日 教諭

日本語について
理解を深めたい
国語教諭、日本

語について知りた
い英語教諭など

6,000円 30人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503841号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】幾何学の歴史

本講習では、人類が古代から近代までに積み重ねてきた幾
何学的考察を順に辿り、それがどのように変革してきたかを
追体験する。古代ギリシャにおいてユークリッド幾何学（高
校までで学ぶ幾何学）が確立し、”幾何学=ユークリッド幾何
学”であるという期間が2000年ほど続いた後、近代になって
新しい幾何学たちが誕生してくる経緯を解説する。
実施形態：「同時双方向型」（Zoomによるリアルタイム配信）

山本　亮介（共同教育学部准教授） インターネット 6時間 令和3年8月18日 教諭
中学校・高等学
校の数学担当教

諭
6,000円 30人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503842号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

群馬大学
【選択】理科実験におけるICT活
用

ICT機器を使用した理科実験における活用法に関する講習
を行う。センサーの原理，理科授業における使用法に関して
解説し，ICT教育の今後のあり方を議論する。

青木　悠樹（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月18日 教諭
小・中・高等学校

理科教諭
6,000円 15人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503843号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】身体×アート「なってみ
る」表現の学びにせまる

本講習では美術（科）教育の概念を拡張しつつ、「なってみ
る」（パフォーマンスする）ことから表現の学びについて実践
的に考えます。それは想像力と創造性を通じて、もう一つの
視点／世界を生きる＝アート的思考への誘いです。教科横
断的な視点も織り交ぜながら、カリキュラムマネジメントの中
心に身体を据え「なってみる」学びの可能性に迫ります。幼
児期の表現活動をはじめ、幅広い分野からのご参加をお待
ちしています。

郡司　明子（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 15人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503844号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】個別言語教育の壁を越え
て初級外国語教育を考える

義務教育における英語教育と、大学教養教育におけるドイ
ツ語教育とを、それぞれが今日抱える諸問題を踏まえなが
ら、初級外国語教育という観点から一括してとらえ、現代言
語学の知見を背景として、個別言語教育の壁を超えた広い
視野で、初級外国語教育のあり方を考える。同時に他言語
の初級教育の状況を知ることを通じ、義務教育における初
級英語教育の相対化を図る。英語担当以外の教諭でも受
講可能。
実施形態：「同時双方向型」（Zoomによるリアルタイム配信）

田中　一嘉（共同教育学部准教授） インターネット 6時間 令和3年8月19日 教諭
小教諭、英語を

担当する中・高教
諭

6,000円 20人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503845号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】メダカを用いた実験入門

多くの学校で教室や理科室にメダカの水槽があるのではな
いでしょうか。本講習では、学校現場でも行うことができるメ
ダカの生理機構や生態などを題材とした実験・観察を行い
ます。また、メダカの飼育・繁殖のコツなどについての講義を
行います。それらを通して、メダカに対する知識を深めるとと
もに、メダカ水槽の維持や実験材料の準備などに役立てて
もらいたいと思います。

佐藤　綾（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月19日 教諭

理科を担当する
小・中・高教諭、
動物を用いた実
験に興味のある

教諭

6,000円 30人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503846号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】ブレッドボードによる電子
工作

本講座では，電気・電子回路に関心は有りつつも，敷居の
高さから実際に製作まで至らなかった教員を対象に，簡単
な電気・電子回路についての講義と，「ブレッドボード」によ
る電気・電子回路に製作実習を行う。
製作の題材として，ICを用いた電子オルゴール，太陽電池を
利用したLEDガーデンライト等の電気・電子回路について取
り上げる。

片柳　雄大（共同教育学部講師） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月19日 教諭

小・中（理科・技
術）・高（理科・工
業）教諭，特別支
援学校（作業学
習を担当）教諭

6,000円 20人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503847号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】彫刻制作を通した図工・
美術科教育の展開

図工・美術科教育において，「立体に表す」「彫刻」の内容は
広く実践されている。しかし，その題材は旧態のままのもの
が多く，定式化したものをなぞっている現状も見受けられ
る。本講座では，現代彫刻の多様性を概観するとともに，立
体造形に関する基礎的な知識技能を養い，彫刻制作を通し
た図工・美術科教育の具体的な展開を試行する。

林　耕史（共同教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月19日 教諭
小・中・高・特支
図工・美術担当

教諭
6,000円 10人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503848号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】これからの小・中・高校の
国語科指導

新学習指導要領の求める国語科指導…「主体的・対話的で
深い学び」についてなど、新学習指導要領の内容を整理し、
これからの国語科に求められている指導の在り方について
解説する。・これからの国語の授業の構築…新学習指導要
領に対応した説明的文章や文学的文章の授業について、
学習指導案や授業ＶＴＲをもとに解説する。・小・中・高等学
校の国語科指導の現状と課題…受講者同士で意見を出し
合う。

河内　昭浩（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月20日 教諭
小学校教諭、中
学・高校国語科

教諭
6,000円 30人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503849号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

群馬大学
【選択】ピアノ実技能力を向上さ
せる方法

小学校・中学校における音楽科授業で必要なピアノの実技
能力を高める方法（初見演奏・伴奏付け・即興演奏等）を演
習形式で学びます。伴奏付けは、コードネームに基づいた
実習と、機能和声に基づいて演奏者が創作する実習を含み
ます。即興演奏は旋律の創作および変奏の技法、曲想を変
化させる方法についての実習を行います。

三國　正樹（共同教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月20日 教諭

小学校教諭、音
楽を担当する中
学校・高等学校

教諭

6,000円 15人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503850号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】英語の音声

現代の標準的な英語の音声を確認したうえで、音声学的に
正しい英語の発音とは何かを考える。必ずしも英語の母語
話者と同じ発音を目指すのではなく、非母語話者として区別
すべき母音と子音はいくつあるのか、アクセントとイントネー
ションはどちらが優先されるのか、英語と日本語のリズムに
はどのような違いがあるのか、実際の音声を観察しながら
考察する。
実施形態：「同時双方向型」（Zoomによるリアルタイム配信）

柴田　知薫子（共同教育学部准教授） インターネット 6時間 令和3年8月20日 教諭
英語教育／外国
語活動を指導す

る教諭
6,000円 30人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503851号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】石とりゲームと群論

Nimと呼ばれる石とりゲームの数学的解析を通して、群とそ
の応用について解説する。講義の中では数学的帰納法によ
る議論を何度か行うため、その考え方について事前に復習
しておくと、理解がより深まると思います。

石井　基裕（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月20日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

教諭（数学）
6,000円 30人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503852号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】色素増感太陽電池の作
製と評価

化石燃料に代わる幅広いクリーンエネルギーの供給が強く
要請されている２１世紀において，太陽光発電技術は大きな
期待を寄せられている。色素増感太陽電池は材料が安価で
作製も比較的容易なため，実験室で教材として扱うことが可
能である。本講習では自然科学の不思議さを感じ，最先端
の科学技術に触れる喜びを体験でき，エネルギーと環境に
問題意識を持って取り組む姿勢を育める教材として色素増
感太陽電池の作製と評価を行う。

岸岡　真也（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月21日 教諭

理科を担当する
中・高教諭，科学
技術に関心の深
い小学校教諭

6,000円 30人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503853号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】なぜ運動をするべきかを
脳の発達から考える

運動が嫌い，運動することに前向きでない子どもへ，どのよ
うに運動することを薦めますか？その一つには，昨今叫ば
れる体力レベルの低下があるかもしれませんが，なぜ運動
する必要があるのかということを子どもらに説くのは，大変
難しい問題です。本講習では，運動の必要性を脳の発達・
適応から考えて，単に体力の維持・増進にフォーカスした理
論からの脱却を目指します。
実施形態：「同時双方向型」（Zoomによるリアルタイム配信）

島　孟留（共同教育学部講師） インターネット 6時間 令和3年8月21日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高教
諭（体育、保健体
育科）、養護教諭

6,000円 40人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503854号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】家庭科の教材開発

家庭科の授業における教材開発について，実践例などを参
考にしながら学ぶ。また， 小・中・高等学校の学習内容，児
童・生徒の実態，授業の困難点や課題について情報交換す
る。そこから，改善点を考え，家庭科の教材開発のヒントを
得る。食物アレルギーに対応した調理実習を予定。

佐藤　佐織（共同教育学部講師） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月21日 教諭
小学校教諭，中・
高等学校家庭科

担当教諭
6,000円 12人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503855号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】アジアのなかの日本―近
現代史から考える

私の専門は中国の近現代史なのですが、今回の講習では
中学校までに学習する日本史的内容を、中国史を含めたア
ジアのなかでとらえ直すことを目的とします。具体的には、｢
ペリー来航｣・｢日清・日露戦争｣・｢不平等条約｣・｢第一次世
界大戦｣・｢女性の社会進出｣・｢米騒動｣・｢国家総動員法｣あ
たりから時間数を勘案して選びたいと考えています。日中関
係の動向によっては時事的な問題とも関連づけやすいテー
マに一部変更する可能性もあります。

今井　就稔（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月21日 教諭
小教諭、中（社
会）・高（地理歴

史）教諭
6,000円 30人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503856号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

群馬大学
【選択】体育・スポーツに関する最
新情報　〜「体育・スポーツ原理」
と「水泳」〜

前半では，学校教育における保健体育の位置づけ、体育・
スポーツ原理の最新学術情報について紹介し、知見を深め
る。後半では、新学習指導要領における水泳授業の位置づ
けについて紹介し、実技によって授業展開の指導力の向上
をめざす。

田井　健太郎（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月22日 教諭

小学校教諭、中
学校（保健体育）
教諭、高等学校
（保健体育）教

諭、中等教育学
校（保健体育）教
諭、特別支援学

校教諭

6,000円 12人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503857号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】Scratchプログラミング入
門

本講習はプログラミング言語Scratchの入門である。受講者
は簡単なゲーム作りを通して、Scratchでのプログラミングを
学ぶ。内容は、小学校でのプログラミングを取り入れた授業
への準備を念頭に置いているが、中学校・高校教諭の受講
も可。

古田　貴久（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月22日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503858号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】目で見る光の世界

光は我々にとってとても身近な存在であり、多くの人々は物
体からの光を直接的に、もしくはレンズや鏡などを通して間
接的に捉えることで周囲から情報を得ている。本講習では、
そのような光の基本的な性質として反射、屈折、干渉、回
折、偏光などを解説する。さらに、身近なものを使った観察
なども行うので、理科授業における実験のヒントが得られる
と期待される。

寺嶋　容明（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月22日 教諭
理科を担当する

中・高教諭
6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503859号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】漢字教育と漢字テスト

本講習では、漢字テストの字形の採点基準を切り口に、漢
字教育の意義・目的とよりよい手法について、議論を基に受
講者の皆様の知見を引き出し、あり方を模索することを目的
とします。2010年の常用漢字表の改定、2016年の『常用漢
字表の字体・字形に関する指針（報告）』、漢字教育の知見
を講義したうえで、ご自身の漢字指導のあり方を振り返りま
す。
実施形態：「同時双方向型」（Zoomによるリアルタイム配信）

小林　正行（共同教育学部准教授） インターネット 6時間 令和3年8月22日 教諭

小学校教諭、中
学校国語科教

諭、高等学校国
語科教諭

6,000円 40人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503860号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】図工・美術科教育におけ
る絵画制作を考える

図工・美術科教育において、「絵に表す」・「絵」の内容は広く
実践されているが、題材のなかには旧態のものを定式化し
てなぞっている現状も見受けられる。本講習では、学校教育
のなかで児童・生徒が表現することの意味を「感じること」と
「描くこと」から捉えるとともに、題材の価値を再考察したい。
そこから導かれる子どもの姿を考えることは、図工・美術科
を担当するに際して役立つと考えます。

喜多村　徹雄（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月23日 教諭
小・中・高　図工・
美術担当教諭

6,000円 12人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503861号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】生物学における「見るこ
と」「見えること」「見せること」の
大切さ

生物学者はさまざまな工夫によって、細胞内の微細な構造
や遺伝子が働いている状況など、肉眼でそのままでは見え
ないものを可視化する試みを重ねてきた。本講習では、近
年日本人がノーベル賞を受賞した生物学関連の業績をいく
つか取り上げて、それらの研究と「見ること」「見えること」「見
せること」の関連を解説する。また、学校でも行う内容での
顕微鏡観察を行い、それらの大切さを再確認する（植物の
染色体の観察を予定）。

佐野　史（共同教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月23日 教諭
生物学に興味の
ある教諭。校種
は問わない。

6,000円 16人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503862号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】住まいと防災

深刻な環境問題や災害に向き合うことが求められている現
在、その解決方法を考えるにあたっては地域性への理解が
欠かせない。本講習では、地域の自然環境や社会環境、減
災に対応した民家への理解を深めるとともに、群馬県にお
ける特徴について考える。小中高等学校家庭科の住居領域
で扱われているテーマを中心としながら、防災教育について
もふれ、講習を通して住環境についてより深く総合的に理解
していただきたい。

田中　麻里（共同教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月23日 教諭
小教諭及び家庭
科を担当する中・

高教諭
6,000円 30人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503863号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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群馬大学 【選択】空間図形を描く

本講習では、空間図形の図表現を指導するために開発した
教材「投象を用いて立体図形を見て描く」を紹介するととも
に、実際に体験してもらう。その体験を通して、算数・数学の
授業場面における、空間図形の図表現のあり方について考
え、授業での活用について考察します。

澤田　麻衣子（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月24日 教諭
小・中・高　算数・

数学科教諭
6,000円 40人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503864号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】和楽器を含む器楽授業の
アイデア

教諭自身が箏に慣れ親しみ、教材と内容の可能性を理解す
ることが目的である。和楽器の中でも応用性の高い箏に特
化し「筝の扱い方・奏法の基本」を講じ演習を行った上で、中
学生や高校生のみならず、小学生でも楽しみながら演奏に
参加することができる教材・活動のアイデアを受講者ととも
に探る。

菅生　千穂（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月24日 教諭
音楽を含む授

業、行事に関連
する教諭

6,000円 12人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503865号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】きこえに障害のある子ど
もへの支援

聴覚障害の早期発見や補聴機器の改良等もあり、小・中学
校で学ぶ聴覚障害児が増えている。難聴学級や通級指導
教室での支援を受けている子どももいるが、中には十分な
支援を受けられないまま通常学級での授業を受けている子
どももいる。「きこえに障害がある」といっても、障害の種類
や程度によってその状態はさまざまである。聴覚障害児が
小・中学校で学ぶ場合に、どのような支援が必要なのかに
ついて平易な言葉で解説する。

金澤　貴之（共同教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月24日
教諭

養護教
諭

特別支援教育に
関心がある全教
諭、養護教諭

6,000円 40人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503866号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】未就学児のスマホ長時間
接触による発達阻害と園での指
導

子どもがスマホやゲーム機などのネット機器を使い始める
時期が低年齢化していることは以前から報告されていました
が、ネット機器の長時間使用による健康被害や発達阻害の
リスクは十分に知られているわけではありません。本講習で
はネット機器を長時間使うことの健康と発達への影響を解
説し、園での子どもたちの指導と保護者への啓発について
考えます。ゲスト講師として小児科医による講演も予定して
います。

伊藤　賢一（社会情報学部教授）
大谷　良光（青森大学　客員教授）

群馬県前橋市 6時間 令和3年8月18日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭、養
護教諭

6,000円 50人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503867号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】ネット長時間接触による
心と脳・体の発達阻害と学校での
指導

児童生徒のネット・ゲームへの長時間接触が問題視される
中、脳・視聴覚等の発達阻害、睡眠障害による心身の不調
等が明確化し、医学的な研究でもその要因が明らかにされ
つつありますが、社会的認知は遅れています。発達阻害・健
康被害の事実・現象とネットとの相関関連、エビデンスを分
析し、参加者と共に学校での指導のあり方を考えます。演習
も重視し学校で啓発講演を行える力量の形成をめざしま
す。

伊藤　賢一（社会情報学部教授）
大谷　良光（青森大学　客員教授）

群馬県前橋市 6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

幼小中高教諭、
養護教諭

6,000円 50人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503868号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】ネット依存の予防教育と
依存者への支援

ネット機器の長時間使用は以前から問題視されてきました
が、2019年にはＷＨＯがゲーム障害を正式に国際疾病分類
に登録する等、依存の問題への関心が高まっています。コ
ロナ禍のもとで児童生徒のスマホ所持率はさらに上昇し、
ネット依存が疑われるケースが増えているという報告もあり
ます。本講習では依存問題についての理解を深め、参加者
と共に学校での予防教育と依存者への支援、指導のあり方
を考えます。

伊藤　賢一（社会情報学部教授）
大谷　良光（青森大学　客員教授）

群馬県前橋市 6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

幼小中高教諭、
養護教諭

6,000円 50人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503869号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】小中学校における防災教
育について

学校における防災教育のあり方について論じるとともに、そ
れを踏まえた授業内容や実践活動について考える。具体的
には、「防災を学ぶ」だけでなく、「防災を通じて」、思いやり
や協調性などを育む教育実践を紹介する。また、避難訓
練、まち歩きを通じた防災マップづくり、防災ゲームを用いた
学習方法の演習も行う。小・中学校における事例を多く扱う
ため、主な受講対象者は小・中学校教諭とするが、高校教
諭の受講も受け入れる。

金井　昌信（大学院理工学府教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

小・中学校教諭、
養護教諭

6,000円 20人
令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503870号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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群馬大学 【選択】高分子材料の基礎と応用

高分子材料は身の周りに非常にたくさん使われている材料
です。高校の化学において、高分子材料はかなりの範囲を
占めています。しかし、記載されている内容は何故そうなる
のかという説明は無く、その結果、記憶することが中心の範
囲です。この講座では高分子材料の入門から応用まで履修
することで、生徒に高分子材料の本質を理解させることがで
きます。

山延　健（大学院理工学府教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月18日 教諭
中学校・高等学

校理科教諭
6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月10日

令03-
10019-
503871号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】地域の文化資源を活用し
た教科横断型の学習プログラム
の構築

地域社会に開かれた教育実践の題材として「妖怪」を取り上
げます。図画工作科や美術科での教育実践を念頭に置い
た内容になっていますが，地域の物語としての側面（国語科
的アプローチ）や地域の地理や歴史としての側面（社会科的
アプローチ）なども踏まえ，教科横断型の地域学習のあり方
について考えるきっかけとなることを目的としています。

市川　寛也（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年12月11日 教諭

小学校教諭、中
学校（美術）教

諭、高等学校（美
術、工芸）教諭

6,000円 30人
令和3年10月7日～
令和3年10月15日

令03-
10019-
503872号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】発達障害児への理解と支
援

子どもが示すつまずきへの支援は、ただ表面的なつまずき
に気づくだけではなく、「なぜつまずくのか」といったつまずき
の原因を探ることが大切です。「指示通りに行動ができない
…」といった表面的なつまずきにのみ着目するのではなく、
「指示の内容が分からなかった」「指示を聞き逃した」等、つ
まずきの原因を捉えることができるとその原因に基づいた適
切な指導や具体的な支援の工夫につながります。本講義で
は発達障害の子どもが示しやすいつまずきの原因とそれ基
づいた支援方法のいくつかを解説します。
実施形態：「同時双方向型」（Zoomによるリアルタイム配信）

霜田　浩信（共同教育学部教授） インターネット 6時間 令和3年12月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和3年10月7日～
令和3年10月15日

令03-
10019-
503873号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】子どもの体力の現状と課
題

近年、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており、その
影響を受けて子どもの体力は低下傾向が続いているといわ
れています。改めて、幼少期から青年期までの体力や運動
能力の変化について学ぶと共に、運動の必要性や現在の
子どもの置かれている状況などを客観的にとらえていきた
いと考えています。

中雄　勇人（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年12月11日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高等
学校教諭、養護

教諭
6,000円 60人

令和3年10月7日～
令和3年10月15日

令03-
10019-
503874号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】自然の生い立ち、土地の
履歴と自然災害

今後の自然災害による被害軽減や持続可能な社会の構築
など、「よりよい社会や自然環境」を形成・維持していくうえ
で、私たちが暮らしている地域の地形の生い立ち、災害履
歴や土地利用の変遷などといった「土地の履歴」をよく知る
ことは重要です。本講習では、いくつかの地域の土地の履
歴と自然災害による被害、自然環境の変遷との関係などを
検討します。群馬大学荒牧キャンパス周辺での野外観察も
行う予定です。

青山　雅史（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年12月11日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 25人

令和3年10月7日～
令和3年10月15日

令03-
10019-
503875号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】数学的に考える資質・能
力を育成する授業づくりについて
考える

算数・数学科の目標は、数学的に考える資質・能力を育成
することにある。この目標を解釈し、授業づくりに反映させる
ためには、例えば、「数学的」をどのように捉えるか、「数学
的に考える」姿はどのように引き出されるか、資質・能力の
「育成」は授業中にどのように表れるのか、といった問いに
対する考察を深める必要がある。本講習では、これらの問
いに向き合いながら、小学校、中学校の具体例を中心にし
て考察を深めていく。
実施形態：「同時双方向型」（Zoomによるリアルタイム配信）

小泉　健輔（共同教育学部講師） インターネット 6時間 令和3年12月12日 教諭
小学校教諭・中
学校数学科教諭

6,000円 30人
令和3年10月7日～
令和3年10月15日

令03-
10019-
503876号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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群馬大学 【選択】現代の食と環境

食物の基本的な要素は、栄養、安全、おいしさであるが、近
年では環境負荷を考慮した持続可能性の重要性が増してき
た。この点について日本の食生活を検証する。わが国では
1960年以降の60年間で、食の欧米化が進んできたが、欧米
化とは「米がパンやパスタになった」「魚が肉になった」という
ことではない。まずこの変遷を正しく理解し、今後の方向性
を考える。

西薗　大実（共同教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年12月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年10月7日～
令和3年10月15日

令03-
10019-
503877号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】歌唱・合唱

現在、学校教育において、授業内課外にとらわれず歌唱活
動が活発に行われている。その活動において本質が追及さ
れているだろうか、という問題も取り上げ、本講習では楽しく
表現豊かな演奏にするための必要な発声指導、楽曲の解
釈と表現の工夫等を実践的に研究する。

山崎　法子（共同教育学部准教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年12月12日 教諭 全教諭 6,000円 20人
令和3年10月7日～
令和3年10月15日

令03-
10019-
503878号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】国語科の授業における学
びの質を考える

本講習では，主体的・対話的で深い学びの実現を目指す国
語科の授業改善について考える。講習では学習科学や文
章理解研究，国語科教育学の知見を紹介するとともに，実
際の授業事例に基づいて国語科の授業の展開や課題設定
のあり方について議論を行う。
実施形態：「同時双方向型」（Zoomによるリアルタイム配信）

濵田　秀行（共同教育学部教授） インターネット 6時間 令和3年12月12日 教諭

国語科の授業改
善に関心をもつ
小・中・高等学校

教諭

6,000円 20人
令和3年10月7日～
令和3年10月15日

令03-
10019-
503879号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】認知科学：ことばの教育
者に向けて6

認知科学とは、心/脳の働きを科学的に理解しようとする学
問分野です。本講習では、ことば、獲得、学習に焦点を当て
ます。具体的には、主に英語と日本語を例にとり、①人間言
語の仕組み、②子どもの母語獲得、③大人の第二言語習
得、④外国語学習を概観します。理論的知見をどうすれば
教育実践に応用できるか、講義と演習をとおして受講者とと
もに考えます。（令和２年度「認知科学：ことばの教育者に向
けて5」受講者は受講不可）
実施形態：「同時双方向型」（Zoomによるリアルタイム配信）

山田　敏幸（共同教育学部講師） インターネット 6時間 令和3年12月18日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学

校教諭

6,000円 60人
令和3年10月7日～
令和3年10月15日

令03-
10019-
503880号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 【選択】今こそ憲法を考える

子どもから「先生，憲法って何？」と聞かれたらどう答えます
か。「憲法を勉強して何の意味があるの？」と聞かれたらど
うですか。あるいは，「憲法には権利ばかり書かれていて義
務があまり出てこないのはおかしい」という見方や「ＧＨＱに
押しつけられた日本国憲法は作り直すべき」という主張は妥
当でしょうか。本講習では，これらの問に答えられるよう日
本国憲法の基本原則（人権，民主主義，平和）等を検討し，
あわせて人権教育の課題も考えます。

斎藤　周（共同教育学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年12月18日 教諭
教諭（学校種・教
科等は問わない）

6,000円 30人
令和3年10月7日～
令和3年10月15日

令03-
10019-
503881号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学
【選択】見方・考え方を働かせて
資質・能力を育成する理科の授
業づくり

子どもたちが主体的に「見方・考え方」を働かせて思考・表
現する理科授業をどのようにデザインし、どのような指導を
行うことで実現できるのかを、最新の理科教育学研究の成
果を踏まえて講義します。また、子どもたちが使用するワー
クシートへの記入や簡単な観察・実験を行い、授業デザイン
等についての意見交換・討論を通して、学びを深めていきま
す。小・中学校の事例を扱うため、小学校教諭・中学校教諭
（理科）を受講対象とします。
実施形態：「同時双方向型」（Zoomによるリアルタイム配信）

栗原　淳一（共同教育学部准教授） インターネット 6時間 令和3年12月18日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科

指導担当）
6,000円 20人

令和3年10月7日～
令和3年10月15日

令03-
10019-
503882号

027-220-7128
http://www.gunma-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】小学校の国語授業におけ
る読み方指導の展開＜夏期講習
＞

オンデマンド型の講習です。
国語が専門ではなく、国語の授業がどうも苦手で困っている
小学校の先生方を対象として展開します。「ＰＩＳＡ・ＰＩＳＡ型
読解力」を確認した上で、有名教科書教材（小説・説明的文
章）を題材にします。生徒の学びにつながる、子どもの思考
を刺激する授業になるための教材分析のヒントをつかんで
いただけるように、今年はオンデマンドですが、考えていた
だく時間を設定しながら進めていきたいと思います。

建石　哲男（川崎市立川崎高等学校　教諭） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭 小学校教諭 6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504190号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】主体的・対話的な国語授
業の展開＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
小学校の国語科教育に関して実際に先生方に「自分の考
え」をもっていただくため実践例を基に学んでいきます。大
村はまの「てびき」を手掛かりに、子供たちが少しでも主体
的、対話的に学んでいくために、どのような工夫ができる
か、実践を例にして、学んでいきます。日々の授業のヒント
になればと考えております。

山本　賢一（川口市立前川小学校　教諭） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭 小学校教諭 6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504191号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】先生や子どもとのコミュニ
ケーションを基盤とする国語の授
業＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
教師の学校内におけるほぼ全ての指導は、子どもたちとの
コミュニケーションで成り立つ。わかりやすく伝える、相手を
理解し合う、人間関係をよりよくするといったコミュニケーショ
ン力は、子どもだけでなく、指導する教師も身につけておか
なくてはならない。自分自身の話し方・聞き方を振り返るとと
もにコミュニケーションのポイントを学ぶ。また、教員は雑務
に追われるというイメージがあるが、「雑務を雑務だけで終
わらせない」という雑務に対する考え方を変えることをテーマ
にした講義も行う。講義は模擬的に司会者・質問者等を置
き、相互のやり取りを視聴する形態で行う。

坂口　智（新座市立西堀小学校　校長） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
小学校教諭、中
学校国語教諭

6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504192号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】中学（高校）国語授業にお
ける読み方指導の展開＜夏期講
習＞

オンデマンド型の講習
どうも指導書に頼ってしまいがちで、国語の授業展開に悩ん
でおられる先生方を対象に行います。「ＰＩＳＡ・ＰＩＳＡ型読解
力」を確認した上で、有名教科書教材（小説・説明的文章
等）を題材の中心にします。授業に「活動はあるけど、学び
はあるのか？」という疑問や悩みに応えられるように展開し
たいと思っています。生徒の学びにつながる、子どもの思考
を刺激する「読み」の授業になるための教材分析のヒントを
つかんでいただけるように、今年はオンデマンドですが、考
えていただく時間を設定しながら進めていきたいと思いま
す。文学教材の新しい解釈とか、の講習ではありませんが、
授業展開のヒントとなるように進ます。

建石　哲男（川崎市立川崎高等学校　教諭） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
中学校・高等学

校国語教諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504193号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】村上春樹の作品を読む＜
夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
村上春樹の作品を題材とし、作品解釈の実践例を示す。作
家の生涯、活躍した時代背景、作品の記述内容などの情報
を必要に応じて臨機応変に活用し、より説得力のある解釈
を導き出すことに主眼を置く。本講義では『ノルウェイの森』
を中心に取り上げるが、他の村上春樹作品、映画『ノルウェ
イの森』、また関連作品として宮崎駿『風立ちぬ』などにも言
及する予定。

徳永　直彰（大正大学　表現学部専任講師） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
中学校・高等学

校国語教諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504194号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】言語学的視点から見る学
校文法＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
学校文法（橋本文法）を言語学的視点から捉え直すための
講習です。学校文法に対する素朴な疑問に、その外側を知
ることによって答えを与え、学校文法をよりよく理解すること
を目指します。具体的なトピックとしては、「品詞論」「活用」
「文構造」などを予定しています。

鈴木　彩香（大妻女子大学　文学部非常勤講
師）

インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
中学校・高等学

校国語教諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504195号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】地図・地球儀の活用方法
＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
小学校・中学校社会科に関係する、地図と地球儀の活用方
法を紹介します。内容は、まず①頭の中に形成される地理
的認識、「メンタルマップ」を紹介し、児童生徒の発達との関
係を探ります。②情報機器を活用して地球の大きさを測る方
法を紹介します。③地球儀（実物、Web）の利用方法と、世界
地図から得られる認識との違いを考えます。最後に、④地
図を使って身近な地域の防災を考える手法を紹介します。

谷　謙二（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31日

教諭
小学校教諭、中
学校社会教諭

6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504196号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】歴史の中の国際交流　－
日本・東アジア世界を中心に－
＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
小学校や中学校の歴史の授業の中では、日本と国際社会
とのつながりを重視することが求められる。この講習では、
古代から近世にかけての国際交流を扱うが、教科書に沿っ
た授業内容を背後から支え、教育の場で有用となるであろう
いくつかのテーマについて、近年のグローバル=ヒストリー研
究や東アジア史研究の成果も取り入れつつ、ともに考えて
いきたい。

小林　聡（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31日

教諭
小学校教諭、中
学校社会教諭

6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504197号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】「自分」と他人、社会につ
いて考える＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
他人や社会とかかわったり、ものを考えたりする「自分」とは
そもそも何か。本講習ではこの問題を起点にして、自分と他
人および社会とのかかわり、またそれに関連して正義につ
いて、哲学・倫理学の視点から考えます。哲学書だけでな
く、子どもも関心をもちうるような題材も一部取り入れたいと
思います。こうしたテーマに関する子どもの問題関心を深め
るためのアプローチのヒントとなればと思います。

宮崎　文典（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
小学校教諭、中
学校社会教諭

6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504198号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】歴史の「大きな流れ」の捉
え方－食料調達方法の変化から
みた日本史－＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
日本史という科目は兎角、細かい知識の暗記科目という評
価を受けます。歴史の「大きな流れ」を示すことは、その払拭
のために、また生徒の豊かな思考力を養うために重要で
す。では、日本史における「大きな流れ」は、いかに捉えられ
るべきでしょうか？　本講習では、既成の時代区分に囚われ
ず、人間が生命を維持してゆく上で最も根本的な「食料調達
方法の変化」を指標に「大きな流れ」を捉え、その流れの上
に展開する諸事象を位置づけてみます。

井上　智勝（大学院人文社会科学研究科教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
中学校社会教

諭、高等学校地
理歴史教諭

6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504199号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】市場の理屈と実際の
ニュースをつなぐポイント＜夏期
講習＞

オンデマンド型の講習です。
(1)市場メカニズムについて、実社会の出来事と関連づけて
説明するコツを身につけてもらう。(2)日本の輸出入は年間
80兆円に満たないのに、1営業日あたり東京での外貨取引
は40兆円に達する。こうしたストック取引と、GDPに代表され
るフローの数字の「バランス」を理解してもらう。(3)これらを
例示して説明するためのヒントを述べ、経済学部入学後・就
職時に直面しやすい困難についても触れる。

並河　永（大学院人文社会科学研究科教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
中学校社会教

諭、高等学校公
民教諭

6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504200号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】日本銀行の役割＜夏期
講習＞

オンデマンド型の講習です。
１．金融論の基礎について解説する。
２．日本銀行の役割について解説する。
３．日本の金融政策の論点について解説する。
４．新聞等のメディアを参照しながら金融政策の論点につい
て学び、社会科・公民科の教材について理解を深める。

結城　剛志（大学院人文社会科学研究科教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年10月31日

教諭
中学校社会教

諭、高等学校公
民教諭

6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504201号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】社会科、公民科、商業科
の授業における現代企業の教材
化とその指導方法＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
社会科、公民科、商業科において、実際の企業の様々な事
例（ケース）を教材として取り扱う際、指導する側がその事例
に対するしっかりとした教材観をもつことが大切です。特に、
経済観、企業観を歴史、経済政策、制度改正、産業構造等
の側面から大きな流れとして捉えておくことが重要であると
考えております。この講習では、先生方が学校現場の授業
ですぐに活用できる様々な資料を用いて、日本経済の推移
と日本の企業経営の変化、そしてその背景を考察し、現代
企業が直面している経営環境の変化と諸問題について学び
ます。

對馬　秀男（東京都立第四商業高等学校　主幹
教諭）

インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
中学校社会教

諭、高等学校公
民・商業教諭

6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504202号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学

【選択】算数･数学科で育成すべ
き資質･能力－主体的･対話的で
深い学びの実現を通して－＜夏
期講習＞

オンデマンド型の講習です。
算数･数学を学ぶとは、そもそもどのようなことなのか。 本講
習では先ず、私たちが普段、当たり前に行っている（と思っ
ている）ことの本質について考えます。そして、これからの時
代に相応しい学校教育の在り方、そこでの算数･数学教育
の在り方、さらに算数･数学科で育成すべき資質･能力につ
いて、「主体的･対話的で深い学び」をキーワードとして考察
を進めることで、新学習指導要領において求められる新た
な学校教育と算数･数学教育の在り方を探ります。

二宮　裕之（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31日

教諭
小学校教諭、中

学校･高等学校数
学教諭

6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504203号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】「17段目の秘密」の秘密
＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
中学校数学での発展的題材の定番である「17段目の秘密」
を題材・出発点として、数学の世界を少しずつ眺めていきま
す。整数の性質や合同式などの初等整数論、そこから広が
る代数的整数の世界、フィボナッチ数列と黄金比、また、連
分数との関係などについて紹介する予定です。

飛田　明彦（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31日

教諭
中学校･高等学校

数学教諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504204号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】統計学入門＜夏期講習
＞

オンデマンド型の講習です。
高等学校統計領域（特に数学B）で扱われる内容のより深い
理論的な理解を目指す。統計に必要である大数の法則、中
心極限定理などの極限定理の確認と、区間推定や仮説検
定などの推測統計の基本的な考え方や手法を学ぶ。簡単な
演習を行いながら進める。

吉川　美佐子（理学部非常勤講師） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
中学校･高等学校

数学教諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504205号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】資質・能力を育成する評
価の話　－学習と指導と評価の
一体化って何？－＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
「具体的にどう評価すればいいのかが難しい」といった声を
聞きます。「評価とは点数をつけること」といった誤った認識
をお持ちではありませんか？本講座では、多忙な学校現場
において、理科の授業を題材に、活用可能な教育評価につ
いて一緒に考えていきます。具体的には実験を用いたパ
フォーマンス課題や、素朴概念調査問題などです。これらを
動画でお示ししながら、理解を深めていただきます。
その上で、「評価で資質・能力を育成するとはどういうことな
のか」についてOPPA論を軸に考察していきます。「評価は
ちょっと・・」と考えておられる現場の先生方の受講を歓迎し
ます。

中島　雅子（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭 小学校教諭 6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504206号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】野外で生物観察／顕微鏡
観察をICT化してみよう＜夏期講
習＞

オンデマンド型の講習です。
小学校４年理科では、虫めがねを使って野外観察を行い、5
年理科では顕微鏡を使ってプランクトンの観察を行う。観察
実験ではどこに注目すればよいのか、講師の実践風景を視
聴して理解を深める。また、子供たちに観察実験をさせなが
らも、ICT機器を活用した授業を行いたい。本講習では、タブ
レットを顕微鏡化する樹脂レンズの製作の方法、ウェブカメ
ラを改造した顕微鏡カメラの製作方法を教授し、観察実験で
活用できるか検討する。

日比野　拓（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭 小学校教諭 6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504207号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】生徒に伝えたい科学技術
の面白さ（１）＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
1コマ目  前山光明
【電気電子工学】身近なエネルギーである電気エネルギー
（電力）を安定に安全に供給するシステムの特徴を事例を交
え紹介します。
2コマ目　齊藤正人
【建設工学】数々の地震被害の歴史を振り返りながら、構造
物や建物の地震対策技術（耐震・免震）を概説します。
３コマ目　小原哲郎
【機械工学】Excelを用いて簡単なプログラムを書いて実行さ
せることができます。本講習では，Excelに付随しているエ
ディターの使い方を説明し，簡単なプログラムを書いて実行
させる方法について紹介します。

前山　光明（大学院理工学研究科教授）
齊藤　正人（大学院理工学研究科教授）
小原　哲郎（大学院理工学研究科教授）

インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
中学校理科教

諭、高等学校理
科・工業教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504208号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】生徒に伝えたい科学技術
の面白さ（２）＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
1コマ目  三浦勝清
【応用化学】地球に豊富に存在する元素「ケイ素」が日々の
暮らしの中でどのように役立っているのか解説します。
2コマ目 栗木一郎　
【情報工学】人間が，目から得た情報をどのように脳内で処
理して視知覚を得ているかについて，錯視やデモを交えて
平易に解説します．
３コマ目　長嶺拓夫
【機械工学】身近な物の振動特性と利用についてその基礎
を解説します。

三浦　勝清（大学院理工学研究科教授）
栗木　一郎（東北大学　電気通信研究所准教
授）
長嶺　拓夫（大学院理工学研究科教授）

インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭

中学校理科教
諭、高等学校理
科・工業・情報教

諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504209号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】金属イオンのはたらきと現
代社会のかかわり＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
金属イオンの構造やはたらきをとりあつかう「錯体化学」とい
う分野は，高等学校における化学の教科書では１、２ページ
程度の記載しかありません。しかしその応用面では現代社
会と深く関わる重要な分野で，物理学や生物学にも関わっ
ています。本講習では錯体化学の基礎から応用面について
の解説や研究の紹介を行い，錯体の構造や性質，および関
連する分野の内容についての理解を深める事を目指しま
す。

藤原　隆司（大学院理工学研究科准教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
中学校理科教

諭、高等学校理
科・農業教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504210号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】細胞の機能を支える分子
の働き＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
高校生物には、平成24年度の改訂で、分子レベルの知見が
数多く取り入れられた。細胞学に関連する内容でも、輸送体
や細胞骨格、信号伝達分子など、個々の分子の機能にまで
踏み込んでいる。しかし、神経伝達や免疫、タンパク質合成
などの生命現象で、これらの分子がどのように相互作用をし
合って働いているか、全体像を十分描き切れているとは必
ずしも言えない。本講習では、それらの分子がどのように働
いているか、最新の研究成果も交えて明らかにしていきた
い。

是枝　晋（大学院理工学研究科講師） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
中学校理科教

諭、高等学校理
科・農業教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504211号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

62 / 441 ページ
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】「美術鑑賞の楽しさ」と「鑑
賞教育の難しさ」の探究＜夏期
講習＞

オンデマンド型の講習です。
小学校・中学校の図画工作科及び美術科の学習指導要領
解説では、作品を見る楽しみを経験したり、楽しく鑑賞した
り、鑑賞の楽しみ方を身に付けたりすることが指導目標に掲
げられている。このことから、本講習ではまず、教師が「美術
鑑賞の楽しさ」を理解するために、様々な鑑賞方法に関する
講義を行う。続いて、教師にとって鑑賞教育は難しいと捉え
られる傾向があることから、「鑑賞教育の難しさ」の理由を理
解するために、鑑賞教育の目的に関する講義を行う。また、
講義ごとに数問の簡単な演習課題（10分程度）を提示し、受
講者が各自で考察する時間を設ける。なお、演習課題の提
出は求めない。

内田　裕子（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
小学校教諭、中
学校美術教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504212号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】小・中学校の体育授業改
善講座＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
新しい学習指導要領の全面実施を受けて、体育科・保健体
育科の改訂の趣旨やポイントについて理解を深める。具体
的には体育の学習目標・内容の捉え方、体力向上の考え
方、指導と評価の一体化について確認し、主体的・対話的で
深い学びに向けた授業改善に生かすことができるようにす
る（運動の領域、体育分野）。

石川　泰成（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
小学校教諭、中
学校保健体育教

諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504213号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】身体運動の巧みさと不器
用さの心理学＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
運動不振(運動が苦手な人)や発達性協調運動障害(DCD)
に関する研究を紹介しつつ、身体運動の巧みさと不器用さ
について下記の4つの視点から概説します。運動が苦手な
児童・生徒の指導に多少なりとも貢献できれば幸いです。
1) 運動課題の分析
2) 感覚・知覚と運動のコントロール
3) 運動のコントロールにおける自由度
4) 運動嫌い・運動恐怖心と動機づけ

古田　久（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

体育教諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504214号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学

【選択】全体的なオフェンスの動
き（戦術学習）から入るゴール型
球技（バスケットボール）の指導
法＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
一般的なゴール型球技のオフェンス指導は、個人技から部
分練習そしてゲームへという流れです。しかし、この一般的
な指導法でゲームをすると部分練習の内容や習得された個
人技が全く生かされないことが多い。そこで、指導法に対す
る考え方を変えて、全体（戦術学習）から部分練習や個人技
へと流れる指導法を考案しています。
具体的には、攻撃の全体像（典型的な攻撃の型）の一つを
提示し、それを基本にボール非保持者の動き方などに触れ
ていこうと思います。
本講習では、バスケットボールを事例にして、この考え方を
紹介したいと思います。尚、体育授業という面だけでなく部
活動という面も触れます。

松本　真（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

体育教諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504215号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】学校における木育の導入
と実践方法＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
主として、木材を使った簡単なものづくりの方法、学校にお
ける木育（木材とその利用に関する教育活動）の方法につ
いて学びます。ものづくりのほか、国産材をはじめとする木
材の利用についての現状と課題、木材加工の技術に関する
学習指導方法について解説します。

浅田　茂裕（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31日

教諭
小学校教諭、中
学校技術教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504216号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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埼玉大学
【選択】子どもの実態からつくる食
生活の学習＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
家庭科教育では長年食生活の学習を実践してきた。そのね
らいは自立した食生活を営むことであるが、栄養の知識や
調理技能を習得するだけでは、現代の子どもたちの問題状
況に十分に応えることはできない。そこで、実際の学校現場
で生じている問題を共有し、あわせて食生活に関する調査
研究の結果を理解したうえで、効果的な食生活の学習のカ
リキュラムを作成することを本講習の目的とする。とくに子ど
もたちの問題状況を分析的に読み解き、その解決方法を具
体的に考えることを重視する。

河村　美穂（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31日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

家庭教諭
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504217号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】家庭科における「消費生
活」の学習を考える＜夏期講習
＞

オンデマンド型の講習です。
生活のとらえ方、消費生活の変化を確認し、確認した内容
や具体的な消費トラブルの事例などを踏まえながら家庭科
の消費生活領域での学習内容について解説をおこなう。
「消費者市民社会」について理解し、「消費者市民」を育む消
費者教育のあり方について具体的に考えられるにようにな
ることを目指す。

重川　純子（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31日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

家庭教諭
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504218号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】対比を通じて理解する英
文法＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
本講習では、過去形と現在完了、SVOO構文とSVOA構文、
'The vase broke yesterday'と'The vase breaks easily'など、
類似点を示しつつも異なる構文等のペアを取り上げ、明確
に対比させながらそれぞれについて理解を深めていく。とこ
ろどころ、日本語の表現との対比も取り上げる予定。理論的
な枠組みにとらわれずに、英語学習者にとって難しい、誤り
やすいと思われる事項を非体系的に扱う予定である。

田子内　健介（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504219号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】英語詩と生活文化＜夏期
講習＞

オンデマンド型の講習です。
英語は本来リズム感に富んだ言語であり、その豊かな音楽
的側面は、英語圏の生活文化における多様な詩的表現に
根付き、受け継がれ、生き続けている。本講習では、英語詩
の音声面の基礎である韻律法を踏まえ、伝承童謡や覚え歌
を概観する。とくにマザーグースが、いかに唄の形で社会的
弱者の存在と関わってきたか、また、いかに教育上、多彩な
機能を果たしてきたかを考察する。

武田　ちあき（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31日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504220号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】英語教育と比較文化研究
のあいだ＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
昨今、文法訳読を中心とする従来型の英語教育は非常に
評判が悪い。大学入試の英語試験をはじめとする様々な英
語教育改革の動きにそれは確実に反映している。今回の講
習で検討したいのは、日本の英語教育が直面している〈「教
養（訳読）としての英語」ＶＳ.「コミュニケーションのための英
語」〉という対立図式の背景にあるものは何か、という問題で
ある。言語研究や教育法に即した議論も盛んにおこなわれ
ているが、今回の講習ではそれらからあえて少し離れてみ
たい。文化論や文化史といった分野が、英語教員の皆さま
に新しい視点を少しでも提供できれば幸いである。

吉田　和久（帝京科学大学　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7日～
令和3年8月31日

教諭
中学校・高等学

校英語教諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504221号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】表現をつくり出す学びとし
ての造形表現・図画工作＜夏期
講習＞

オンデマンド型の講習です。
子どもたちは自分たちを取り巻く様々な環境とかかわりなが
ら、「感じること」と「表すこと」を絶え間なく繰り返しています。
「描き、つくる」過程の中で様々に思考し、創造力を発揮しな
がら自らのイメージを豊かにし、自分自身の世界を広げてい
ます。そのような子どもの表現の意味を、具体的な子どもの
活動や作品から読み解き、さらに、身近な素材である紙を
使って、「感じ・表現する」ことを考察を加えながら学習してい
きます。

木村　早苗（教育学部非常勤講師） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504222号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

64 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】保健授業の挑戦－学びの
創造とデザイン－＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
保健授業の実践事例について授業分析を行いながら解説
する。紹介するいくつかの実践例（録画授業（DVD））につい
て、「教育内容」、「教材」、「教授行為」、「学習者の学び」の
四つの視点を考慮しながら、新たな保健教育の創造とデザ
インについて考える。プログラム化された実践からプロジェ
クトとして試みられる実践の考え方について学ぶ。

七木田　文彦（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭

中学校・高等学
校保健教諭、養

護教諭
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504223号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】子どもの行動変容を促す
養護教諭実践の工夫＜夏期講
習＞

オンデマンド型の講習です。
養護教諭としての特性を生かし、現代的健康課題の解決の
ため、関係教職員や家庭、外部の専門機関等と連携して行
う学校保健活動について考察する。具体的内容としては、
児童生徒の行動変容を促す個別・集団の保健教育と保健
管理、双方をリンクさせる学校保健プログラムの構築、学校
医や外部の専門機関等と連携して行う保健管理など。

齋藤　久美（筑波大学附属小学校　養護教諭） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

養護教
諭

養護教諭 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504224号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】プログラミング教育と情報
リテラシー＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
2020年度より小学校から順次プログラミング教育が必修化
されています。また、スマートフォン所持の低年齢化により小
学生でもSNS等を利用し始めています。この講習では、教育
のICT化や情報リテラシーについての情報を提供するほか、
プログラミング言語「Scratch（スクラッチ）」等を用いたプログ
ラミング実施例の提示を行います。

伊藤　大河（共栄大学　国際経営学部准教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504225号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】子どもたちの「性」を考え
る＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
本講義では、小学校から高等学校の児童生徒、障害のある
児童生徒の性及び性教育の現状を踏まえつつ、性教育の
実践（一斉授業、個別の対応など）の在り方に関して検討す
る。また、学校教育におけるLGBT児童・生徒への支援の在
り方についても視野に入れる。その上で、性教育実践を展
開していく際に、教員が習得すべき専門性について考察す
る。

児嶋　芳郎（立正大学　社会福祉学部准教授） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504226号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】対人関係の社会心理学
＜夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
例えば、子どもが「どうせ自分は頭が悪いから勉強をしても
ムダ」といったら、あなたはなんと声をかけるだろうか？そも
そも、この子どもはなぜそのように考えるのだろう？　この講
習では、日常的な事例から、「なぜその現象が起こるのか」
「どう対処すればいいのか」を社会心理学の特に対人関係
の理解に役立つ内容をとりあげ学ぶ。具体的には「ソーシャ
ルスキル（話す・聴く・葛藤解決のスキル）」「原因帰属（出来
事の原因は何か）」「マインドセット」である。ソーシャルスキ
ルに関しては、講義で事例を挙げながら基礎的な知識を伝
える。

雨宮　有里（神奈川大学　非常勤講師） インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504227号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】学校の課題と教育実践＜
夏期講習＞

オンデマンド型の講習です。
現在、学校現場では、様々な課題解決のため、教職員が奮
闘しています。その解決のために、どのような教育実践が求
められているか、受講者と共に考えていく講習です。講習は
オンデマンド型の動画視聴ですが、「パネルディスカッショ
ン」のように展開します。まず、２名が話題提供者として、
各々の専門分野から学校教育の課題を解決する方策を提
案します。続いて指定討論者が論点を整理し、質問と討論
の柱を提案します。最後は話題提供者と指定討論者の３名
が鼎談方式で協議をします。受講者は、それを受けとめた
上で、自分の立場で何ができるかを考えていただきます。

長江　清和（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）
石田　耕一（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）

インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504228号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】小学校の国語授業におけ
る読み方指導の展開＜秋期講習
＞

オンデマンド型の講習です。
国語が専門ではなく、国語の授業がどうも苦手で困っている
小学校の先生方を対象として展開します。「ＰＩＳＡ・ＰＩＳＡ型
読解力」を確認した上で、有名教科書教材（小説・説明的文
章）を題材にします。生徒の学びにつながる、子どもの思考
を刺激する授業になるための教材分析のヒントをつかんで
いただけるように、今年はオンデマンドですが、考えていた
だく時間を設定しながら進めていきたいと思います。

建石　哲男（川崎市立川崎高等学校　教諭） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭 小学校教諭 6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504229号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】主体的・対話的な国語授
業の展開＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
小学校の国語科教育に関して実際に先生方に「自分の考
え」をもっていただくため実践例を基に学んでいきます。大
村はまの「てびき」を手掛かりに、子供たちが少しでも主体
的、対話的に学んでいくために、どのような工夫ができる
か、実践を例にして、学んでいきます。日々の授業のヒント
になればと考えております。

山本　賢一（川口市立前川小学校　教諭） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭 小学校教諭 6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504230号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】先生や子どもとのコミュニ
ケーションを基盤とする国語の授
業＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
教師の学校内におけるほぼ全ての指導は、子どもたちとの
コミュニケーションで成り立つ。わかりやすく伝える、相手を
理解し合う、人間関係をよりよくするといったコミュニケーショ
ン力は、子どもだけでなく、指導する教師も身につけておか
なくてはならない。自分自身の話し方・聞き方を振り返るとと
もにコミュニケーションのポイントを学ぶ。また、教員は雑務
に追われるというイメージがあるが、「雑務を雑務だけで終
わらせない」という雑務に対する考え方を変えることをテーマ
にした講義も行う。講義は模擬的に司会者・質問者等を置
き、相互のやり取りを視聴する形態で行う。

坂口　智（新座市立西堀小学校　校長） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中
学校国語教諭

6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504231号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】中学（高校）国語授業にお
ける読み方指導の展開＜秋期講
習＞

オンデマンド型の講習
どうも指導書に頼ってしまいがちで、国語の授業展開に悩ん
でおられる先生方を対象に行います。「ＰＩＳＡ・ＰＩＳＡ型読解
力」を確認した上で、有名教科書教材（小説・説明的文章
等）を題材の中心にします。授業に「活動はあるけど、学び
はあるのか？」という疑問や悩みに応えられるように展開し
たいと思っています。生徒の学びにつながる、子どもの思考
を刺激する「読み」の授業になるための教材分析のヒントを
つかんでいただけるように、今年はオンデマンドですが、考
えていただく時間を設定しながら進めていきたいと思いま
す。文学教材の新しい解釈とか、の講習ではありませんが、
授業展開のヒントとなるように進ます。

建石　哲男（川崎市立川崎高等学校　教諭） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
中学校・高等学

校国語教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504232号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】村上春樹の作品を読む＜
秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
村上春樹の作品を題材とし、作品解釈の実践例を示す。作
家の生涯、活躍した時代背景、作品の記述内容などの情報
を必要に応じて臨機応変に活用し、より説得力のある解釈
を導き出すことに主眼を置く。本講義では『ノルウェイの森』
を中心に取り上げるが、他の村上春樹作品、映画『ノルウェ
イの森』、また関連作品として宮崎駿『風立ちぬ』などにも言
及する予定。

徳永　直彰（大正大学　表現学部専任講師） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
中学校・高等学

校国語教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504233号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】言語学的視点から見る学
校文法＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
学校文法（橋本文法）を言語学的視点から捉え直すための
講習です。学校文法に対する素朴な疑問に、その外側を知
ることによって答えを与え、学校文法をよりよく理解すること
を目指します。具体的なトピックとしては、「品詞論」「活用」
「文構造」などを予定しています。

鈴木　彩香（大妻女子大学　文学部非常勤講
師）

インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
中学校・高等学

校国語教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504234号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】地図・地球儀の活用方法
＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
小学校・中学校社会科に関係する、地図と地球儀の活用方
法を紹介します。内容は、まず①頭の中に形成される地理
的認識、「メンタルマップ」を紹介し、児童生徒の発達との関
係を探ります。②情報機器を活用して地球の大きさを測る方
法を紹介します。③地球儀（実物、Web）の利用方法と、世界
地図から得られる認識との違いを考えます。最後に、④地
図を使って身近な地域の防災を考える手法を紹介します。

谷　謙二（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中
学校社会教諭

6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504235号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】歴史の中の国際交流　－
日本・東アジア世界を中心に－
＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
小学校や中学校の歴史の授業の中では、日本と国際社会
とのつながりを重視することが求められる。この講習では、
古代から近世にかけての国際交流を扱うが、教科書に沿っ
た授業内容を背後から支え、教育の場で有用となるであろう
いくつかのテーマについて、近年のグローバル=ヒストリー研
究や東アジア史研究の成果も取り入れつつ、ともに考えて
いきたい。

小林　聡（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中
学校社会教諭

6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504236号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】「自分」と他人、社会につ
いて考える＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
他人や社会とかかわったり、ものを考えたりする「自分」とは
そもそも何か。本講習ではこの問題を起点にして、自分と他
人および社会とのかかわり、またそれに関連して正義につ
いて、哲学・倫理学の視点から考えます。哲学書だけでな
く、子どもも関心をもちうるような題材も一部取り入れたいと
思います。こうしたテーマに関する子どもの問題関心を深め
るためのアプローチのヒントとなればと思います。

宮崎　文典（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中
学校社会教諭

6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504237号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】歴史の「大きな流れ」の捉
え方－食料調達方法の変化から
みた日本史－＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
日本史という科目は兎角、細かい知識の暗記科目という評
価を受けます。歴史の「大きな流れ」を示すことは、その払拭
のために、また生徒の豊かな思考力を養うために重要で
す。では、日本史における「大きな流れ」は、いかに捉えられ
るべきでしょうか？　本講習では、既成の時代区分に囚われ
ず、人間が生命を維持してゆく上で最も根本的な「食料調達
方法の変化」を指標に「大きな流れ」を捉え、その流れの上
に展開する諸事象を位置づけてみます。

井上　智勝（大学院人文社会科学研究科教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
中学校社会教

諭、高等学校地
理歴史教諭

6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504238号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】市場の理屈と実際の
ニュースをつなぐポイント＜秋期
講習＞

オンデマンド型の講習です。
(1)市場メカニズムについて、実社会の出来事と関連づけて
説明するコツを身につけてもらう。(2)日本の輸出入は年間
80兆円に満たないのに、1営業日あたり東京での外貨取引
は40兆円に達する。こうしたストック取引と、GDPに代表され
るフローの数字の「バランス」を理解してもらう。(3)これらを
例示して説明するためのヒントを述べ、経済学部入学後・就
職時に直面しやすい困難についても触れる。

並河　永（大学院人文社会科学研究科教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
中学校社会教

諭、高等学校公
民教諭

6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504239号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

67 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】日本銀行の役割＜秋期
講習＞

オンデマンド型の講習です。
１．金融論の基礎について解説する。
２．日本銀行の役割について解説する。
３．日本の金融政策の論点について解説する。
４．新聞等のメディアを参照しながら金融政策の論点につい
て学び、社会科・公民科の教材について理解を深める。

結城　剛志（大学院人文社会科学研究科教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
中学校社会教

諭、高等学校公
民教諭

6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504240号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】社会科、公民科、商業科
の授業における現代企業の教材
化とその指導方法＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
社会科、公民科、商業科において、実際の企業の様々な事
例（ケース）を教材として取り扱う際、指導する側がその事例
に対するしっかりとした教材観をもつことが大切です。特に、
経済観、企業観を歴史、経済政策、制度改正、産業構造等
の側面から大きな流れとして捉えておくことが重要であると
考えております。この講習では、先生方が学校現場の授業
ですぐに活用できる様々な資料を用いて、日本経済の推移
と日本の企業経営の変化、そしてその背景を考察し、現代
企業が直面している経営環境の変化と諸問題について学び
ます。

對馬　秀男（東京都立第四商業高等学校　主幹
教諭）

インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
中学校社会教

諭、高等学校公
民・商業教諭

6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504241号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学

【選択】算数･数学科で育成すべ
き資質･能力－主体的･対話的で
深い学びの実現を通して－＜秋
期講習＞

オンデマンド型の講習です。
算数･数学を学ぶとは、そもそもどのようなことなのか。 本講
習では先ず、私たちが普段、当たり前に行っている（と思っ
ている）ことの本質について考えます。そして、これからの時
代に相応しい学校教育の在り方、そこでの算数･数学教育
の在り方、さらに算数･数学科で育成すべき資質･能力につ
いて、「主体的･対話的で深い学び」をキーワードとして考察
を進めることで、新学習指導要領において求められる新た
な学校教育と算数･数学教育の在り方を探ります。

二宮　裕之（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中

学校･高等学校数
学教諭

6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504242号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】「17段目の秘密」の秘密
＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
中学校数学での発展的題材の定番である「17段目の秘密」
を題材・出発点として、数学の世界を少しずつ眺めていきま
す。整数の性質や合同式などの初等整数論、そこから広が
る代数的整数の世界、フィボナッチ数列と黄金比、また、連
分数との関係などについて紹介する予定です。

飛田　明彦（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
中学校･高等学校

数学教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504243号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】統計学入門＜秋期講習
＞

オンデマンド型の講習です。
高等学校統計領域（特に数学B）で扱われる内容のより深い
理論的な理解を目指す。統計に必要である大数の法則、中
心極限定理などの極限定理の確認と、区間推定や仮説検
定などの推測統計の基本的な考え方や手法を学ぶ。簡単な
演習を行いながら進める。

吉川　美佐子（理学部非常勤講師） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
中学校･高等学校

数学教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504244号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】資質・能力を育成する評
価の話　－学習と指導と評価の
一体化って何？－＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
「具体的にどう評価すればいいのかが難しい」といった声を
聞きます。「評価とは点数をつけること」といった誤った認識
をお持ちではありませんか？本講座では、多忙な学校現場
において、理科の授業を題材に、活用可能な教育評価につ
いて一緒に考えていきます。具体的には実験を用いたパ
フォーマンス課題や、素朴概念調査問題などです。これらを
動画でお示ししながら、理解を深めていただきます。
その上で、「評価で資質・能力を育成するとはどういうことな
のか」についてOPPA論を軸に考察していきます。「評価は
ちょっと・・」と考えておられる現場の先生方の受講を歓迎し
ます。

中島　雅子（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭 小学校教諭 6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504245号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】野外で生物観察／顕微鏡
観察をICT化してみよう＜秋期講
習＞

オンデマンド型の講習です。
小学校４年理科では、虫めがねを使って野外観察を行い、5
年理科では顕微鏡を使ってプランクトンの観察を行う。観察
実験ではどこに注目すればよいのか、講師の実践風景を視
聴して理解を深める。また、子供たちに観察実験をさせなが
らも、ICT機器を活用した授業を行いたい。本講習では、タブ
レットを顕微鏡化する樹脂レンズの製作の方法、ウェブカメ
ラを改造した顕微鏡カメラの製作方法を教授し、観察実験で
活用できるか検討する。

日比野　拓（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭 小学校教諭 6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504246号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】生徒に伝えたい科学技術
の面白さ（１）＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
1コマ目  前山光明
【電気電子工学】身近なエネルギーである電気エネルギー
（電力）を安定に安全に供給するシステムの特徴を事例を交
え紹介します。
2コマ目　齊藤正人
【建設工学】数々の地震被害の歴史を振り返りながら、構造
物や建物の地震対策技術（耐震・免震）を概説します。
３コマ目　小原哲郎
【機械工学】Excelを用いて簡単なプログラムを書いて実行さ
せることができます。本講習では，Excelに付随しているエ
ディターの使い方を説明し，簡単なプログラムを書いて実行
させる方法について紹介します。

前山　光明（大学院理工学研究科教授）
齊藤　正人（大学院理工学研究科教授）
小原　哲郎（大学院理工学研究科教授）

インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
中学校理科教

諭、高等学校理
科・工業教諭

6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504247号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】生徒に伝えたい科学技術
の面白さ（２）＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
1コマ目  三浦勝清
【応用化学】地球に豊富に存在する元素「ケイ素」が日々の
暮らしの中でどのように役立っているのか解説します。
2コマ目 栗木一郎　
【情報工学】人間が，目から得た情報をどのように脳内で処
理して視知覚を得ているかについて，錯視やデモを交えて
平易に解説します．
３コマ目　長嶺拓夫
【機械工学】身近な物の振動特性と利用についてその基礎
を解説します。

三浦　勝清（大学院理工学研究科教授）
栗木　一郎（東北大学　電気通信研究所准教
授）
長嶺　拓夫（大学院理工学研究科教授）

インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭

中学校理科教
諭、高等学校理
科・工業・情報教

諭

6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504248号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】金属イオンのはたらきと現
代社会のかかわり＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
金属イオンの構造やはたらきをとりあつかう「錯体化学」とい
う分野は，高等学校における化学の教科書では１、２ページ
程度の記載しかありません。しかしその応用面では現代社
会と深く関わる重要な分野で，物理学や生物学にも関わっ
ています。本講習では錯体化学の基礎から応用面について
の解説や研究の紹介を行い，錯体の構造や性質，および関
連する分野の内容についての理解を深める事を目指しま
す。

藤原　隆司（大学院理工学研究科准教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
中学校理科教

諭、高等学校理
科・農業教諭

6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504249号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】細胞の機能を支える分子
の働き＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
高校生物には、平成24年度の改訂で、分子レベルの知見が
数多く取り入れられた。細胞学に関連する内容でも、輸送体
や細胞骨格、信号伝達分子など、個々の分子の機能にまで
踏み込んでいる。しかし、神経伝達や免疫、タンパク質合成
などの生命現象で、これらの分子がどのように相互作用をし
合って働いているか、全体像を十分描き切れているとは必
ずしも言えない。本講習では、それらの分子がどのように働
いているか、最新の研究成果も交えて明らかにしていきた
い。

是枝　晋（大学院理工学研究科講師） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
中学校理科教

諭、高等学校理
科・農業教諭

6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504250号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】「美術鑑賞の楽しさ」と「鑑
賞教育の難しさ」の探究＜秋期
講習＞

オンデマンド型の講習です。
小学校・中学校の図画工作科及び美術科の学習指導要領
解説では、作品を見る楽しみを経験したり、楽しく鑑賞した
り、鑑賞の楽しみ方を身に付けたりすることが指導目標に掲
げられている。このことから、本講習ではまず、教師が「美術
鑑賞の楽しさ」を理解するために、様々な鑑賞方法に関する
講義を行う。続いて、教師にとって鑑賞教育は難しいと捉え
られる傾向があることから、「鑑賞教育の難しさ」の理由を理
解するために、鑑賞教育の目的に関する講義を行う。また、
講義ごとに数問の簡単な演習課題（10分程度）を提示し、受
講者が各自で考察する時間を設ける。なお、演習課題の提
出は求めない。

内田　裕子（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中
学校美術教諭

6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504251号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】小・中学校の体育授業改
善講座＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
新しい学習指導要領の全面実施を受けて、体育科・保健体
育科の改訂の趣旨やポイントについて理解を深める。具体
的には体育の学習目標・内容の捉え方、体力向上の考え
方、指導と評価の一体化について確認し、主体的・対話的で
深い学びに向けた授業改善に生かすことができるようにす
る（運動の領域、体育分野）。

石川　泰成（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中
学校保健体育教

諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504252号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】身体運動の巧みさと不器
用さの心理学＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
運動不振(運動が苦手な人)や発達性協調運動障害(DCD)
に関する研究を紹介しつつ、身体運動の巧みさと不器用さ
について下記の4つの視点から概説します。運動が苦手な
児童・生徒の指導に多少なりとも貢献できれば幸いです。
1) 運動課題の分析
2) 感覚・知覚と運動のコントロール
3) 運動のコントロールにおける自由度
4) 運動嫌い・運動恐怖心と動機づけ

古田　久（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

体育教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504253号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学

【選択】全体的なオフェンスの動
き（戦術学習）から入るゴール型
球技（バスケットボール）の指導
法＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
一般的なゴール型球技のオフェンス指導は、個人技から部
分練習そしてゲームへという流れです。しかし、この一般的
な指導法でゲームをすると部分練習の内容や習得された個
人技が全く生かされないことが多い。そこで、指導法に対す
る考え方を変えて、全体（戦術学習）から部分練習や個人技
へと流れる指導法を考案しています。
具体的には、攻撃の全体像（典型的な攻撃の型）の一つを
提示し、それを基本にボール非保持者の動き方などに触れ
ていこうと思います。
本講習では、バスケットボールを事例にして、この考え方を
紹介したいと思います。尚、体育授業という面だけでなく部
活動という面も触れます。

松本　真（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

体育教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504254号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】学校における木育の導入
と実践方法＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
主として、木材を使った簡単なものづくりの方法、学校にお
ける木育（木材とその利用に関する教育活動）の方法につ
いて学びます。ものづくりのほか、国産材をはじめとする木
材の利用についての現状と課題、木材加工の技術に関する
学習指導方法について解説します。

浅田　茂裕（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中
学校技術教諭

6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504255号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】子どもの実態からつくる食
生活の学習＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
家庭科教育では長年食生活の学習を実践してきた。そのね
らいは自立した食生活を営むことであるが、栄養の知識や
調理技能を習得するだけでは、現代の子どもたちの問題状
況に十分に応えることはできない。そこで、実際の学校現場
で生じている問題を共有し、あわせて食生活に関する調査
研究の結果を理解したうえで、効果的な食生活の学習のカ
リキュラムを作成することを本講習の目的とする。とくに子ど
もたちの問題状況を分析的に読み解き、その解決方法を具
体的に考えることを重視する。

河村　美穂（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

家庭教諭
6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504256号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】家庭科における「消費生
活」の学習を考える＜秋期講習
＞

オンデマンド型の講習です。
生活のとらえ方、消費生活の変化を確認し、確認した内容
や具体的な消費トラブルの事例などを踏まえながら家庭科
の消費生活領域での学習内容について解説をおこなう。
「消費者市民社会」について理解し、「消費者市民」を育む消
費者教育のあり方について具体的に考えられるにようにな
ることを目指す。

重川　純子（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

家庭教諭
6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504257号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】対比を通じて理解する英
文法＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
本講習では、過去形と現在完了、SVOO構文とSVOA構文、
'The vase broke yesterday'と'The vase breaks easily'など、
類似点を示しつつも異なる構文等のペアを取り上げ、明確
に対比させながらそれぞれについて理解を深めていく。とこ
ろどころ、日本語の表現との対比も取り上げる予定。理論的
な枠組みにとらわれずに、英語学習者にとって難しい、誤り
やすいと思われる事項を非体系的に扱う予定である。

田子内　健介（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504258号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】英語詩と生活文化＜秋期
講習＞

オンデマンド型の講習です。
英語は本来リズム感に富んだ言語であり、その豊かな音楽
的側面は、英語圏の生活文化における多様な詩的表現に
根付き、受け継がれ、生き続けている。本講習では、英語詩
の音声面の基礎である韻律法を踏まえ、伝承童謡や覚え歌
を概観する。とくにマザーグースが、いかに唄の形で社会的
弱者の存在と関わってきたか、また、いかに教育上、多彩な
機能を果たしてきたかを考察する。

武田　ちあき（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504259号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】英語教育と比較文化研究
のあいだ＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
昨今、文法訳読を中心とする従来型の英語教育は非常に
評判が悪い。大学入試の英語試験をはじめとする様々な英
語教育改革の動きにそれは確実に反映している。今回の講
習で検討したいのは、日本の英語教育が直面している〈「教
養（訳読）としての英語」ＶＳ.「コミュニケーションのための英
語」〉という対立図式の背景にあるものは何か、という問題で
ある。言語研究や教育法に即した議論も盛んにおこなわれ
ているが、今回の講習ではそれらからあえて少し離れてみ
たい。文化論や文化史といった分野が、英語教員の皆さま
に新しい視点を少しでも提供できれば幸いである。

吉田　和久（帝京科学大学　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10月1日～
令和4年1月6日

教諭
中学校・高等学

校英語教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504260号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】表現をつくり出す学びとし
ての造形表現・図画工作＜秋期
講習＞

オンデマンド型の講習です。
子どもたちは自分たちを取り巻く様々な環境とかかわりなが
ら、「感じること」と「表すこと」を絶え間なく繰り返しています。
「描き、つくる」過程の中で様々に思考し、創造力を発揮しな
がら自らのイメージを豊かにし、自分自身の世界を広げてい
ます。そのような子どもの表現の意味を、具体的な子どもの
活動や作品から読み解き、さらに、身近な素材である紙を
使って、「感じ・表現する」ことを考察を加えながら学習してい
きます。

木村　早苗（教育学部非常勤講師） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504261号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】保健授業の挑戦－学びの
創造とデザイン－＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
保健授業の実践事例について授業分析を行いながら解説
する。紹介するいくつかの実践例（録画授業（DVD））につい
て、「教育内容」、「教材」、「教授行為」、「学習者の学び」の
四つの視点を考慮しながら、新たな保健教育の創造とデザ
インについて考える。プログラム化された実践からプロジェ
クトとして試みられる実践の考え方について学ぶ。

七木田　文彦（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
養護教

諭

中学校・高等学
校保健教諭、養

護教諭
6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504262号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】子どもの行動変容を促す
養護教諭実践の工夫＜秋期講
習＞

オンデマンド型の講習です。
養護教諭としての特性を生かし、現代的健康課題の解決の
ため、関係教職員や家庭、外部の専門機関等と連携して行
う学校保健活動について考察する。具体的内容としては、
児童生徒の行動変容を促す個別・集団の保健教育と保健
管理、双方をリンクさせる学校保健プログラムの構築、学校
医や外部の専門機関等と連携して行う保健管理など。

齋藤　久美（筑波大学附属小学校　養護教諭） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

養護教
諭

養護教諭 6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504263号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】プログラミング教育と情報
リテラシー＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
2020年度より小学校から順次プログラミング教育が必修化
されています。また、スマートフォン所持の低年齢化により小
学生でもSNS等を利用し始めています。この講習では、教育
のICT化や情報リテラシーについての情報を提供するほか、
プログラミング言語「Scratch（スクラッチ）」等を用いたプログ
ラミング実施例の提示を行います。

伊藤　大河（共栄大学　国際経営学部准教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504264号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】対人関係の社会心理学
＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
例えば、子どもが「どうせ自分は頭が悪いから勉強をしても
ムダ」といったら、あなたはなんと声をかけるだろうか？そも
そも、この子どもはなぜそのように考えるのだろう？　この講
習では、日常的な事例から、「なぜその現象が起こるのか」
「どう対処すればいいのか」を社会心理学の特に対人関係
の理解に役立つ内容をとりあげ学ぶ。具体的には「ソーシャ
ルスキル（話す・聴く・葛藤解決のスキル）」「原因帰属（出来
事の原因は何か）」「マインドセット」である。ソーシャルスキ
ルに関しては、講義で事例を挙げながら基礎的な知識を伝
える。

雨宮　有里（神奈川大学　非常勤講師） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504265号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】子どもたちの「性」を考え
る＜秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
本講義では、小学校から高等学校の児童生徒、障害のある
児童生徒の性及び性教育の現状を踏まえつつ、性教育の
実践（一斉授業、個別の対応など）の在り方に関して検討す
る。また、学校教育におけるLGBT児童・生徒への支援の在
り方についても視野に入れる。その上で、性教育実践を展
開していく際に、教員が習得すべき専門性について考察す
る。

児嶋　芳郎（立正大学　社会福祉学部准教授） インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504266号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】学校の課題と教育実践＜
秋期講習＞

オンデマンド型の講習です。
現在、学校現場では、様々な課題解決のため、教職員が奮
闘しています。その解決のために、どのような教育実践が求
められているか、受講者と共に考えていく講習です。講習は
オンデマンド型の動画視聴ですが、「パネルディスカッショ
ン」のように展開します。まず、２名が話題提供者として、
各々の専門分野から学校教育の課題を解決する方策を提
案します。続いて指定討論者が論点を整理し、質問と討論
の柱を提案します。最後は話題提供者と指定討論者の３名
が鼎談方式で協議をします。受講者は、それを受けとめた
上で、自分の立場で何ができるかを考えていただきます。

長江　清和（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）
石田　耕一（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）

インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月6日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年9月3日

(備考　1次募集：4月16
日～5月10日、2次募

集：8月24日～9月3日)

令03-
10020-
504267号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

埼玉大学
【選択】児童・生徒の直観からは
じめる音楽学習　「自分にとって
価値のある音楽」をもとめて

同時双方向型の講習です。
音楽科において表現領域の活動の1つとして位置付けられ
ている音楽づくり・創作は、児童・生徒が「自分にとって価値
ある新しいものをつくりだす」活動です。それでは、児童・生
徒にとって「価値がある」と感じられるような音楽とは、どの
ような音楽でしょうか。本講座では、人間にとって「価値があ
る」とはどのようなことなのかについて哲学的な知見を踏ま
えつつ、実際の学習活動をいかに構想するかについて、皆
で考えていきます。

森　薫（教育学部准教授） インターネット 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504268号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】オイラーの多面体定理と
相加平均相乗平均の話題から

本講義の前半では、セパタクローの球を組紐で作成しそこ
に現れる多面体を例に、オイラーの多面体定理について説
明する。その後、その応用例を紹介する。後半では、2変数
の相加平均と相乗平均の不等式について説明し、微分等の
高校数学の知識を基に、その一般化と拡張について考え
る。

西澤　由輔（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和3年8月10日 教諭
中学校・高等学

校数学教諭
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504269号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学 【選択】声楽　理論と実践

受講者の歌を聞いてワンポイントレッスンをします。曲は小
中高の音楽の教科書に出ているような曲で構いません（合
唱曲のパートでも可）。レッスンの中で特に疑問の多い点に
ついて理論的な解説を行い、訓練法の紹介も行います。少
人数なのでディスカッションを交えたりしながら歌や声につい
ての知見を深めていきます。

小野　和彦（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和3年8月11日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽教諭
6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504270号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】日本伝統音楽の研究－
箏の指導法－

日本伝統音楽の指導について、特に箏の音楽を中心に、そ
の特性と奏法および伝統的な歌唱法の理解、教材の取り扱
い等の指導法の工夫や指導上の配慮について、実践的に
研究する。

杉浦　聡（武蔵野音楽大学　音楽学部非常勤講
師）

埼玉県さいた
ま市

6時間 令和3年8月12日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽教諭
6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504271号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】図画工作・美術科におけ
る立制作の授業について

小学校の「図画工作科」や中学校（高等学校）の「美術科」の
授業において、「立体」や「彫刻」の内容を含む授業を展開
する際の、基盤となる考え方についての講義と、その内容を
ふまえた創作体験を通じた実践的な教材研究。

石上　城行（教育学部准教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

美術教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504272号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】ドローイング－表現の原
点として－

ドローイングとは自分の内的な思いや感情、感覚、思考等を
率直に表すための主観的素描と言える。つまり、それは自
分の内面の外化と言える。本講座ではドローイングをできる
限りたくさん描くことを試みる。それによって描画の際の過度
の自意識や恣意性から自由となり、自分を率直に表現でき
るようになる。また、自分が描いたドローイングを講師と対話
形態で振り返ることで、自分の表現の有り様を理解できるだ
ろう。

小澤　基弘（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和3年8月11日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

美術教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504273号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学 【選択】子どもの運動遊び

乳幼児期に必要な運動遊びを理論的に学習した後、子ども
の身体に対する気づきを高め、運動能力を高める遊びを体
験し学習する。同時に、保育者自身の身体を緩め、身体感
覚を高める身体のケアの仕方を学習する。

北洞　誠一（NPO法人日本幼児健康体育協会
指導員）

埼玉県さいた
ま市

6時間 令和3年8月12日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504274号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

埼玉大学
【選択】教師と子どものふれあい
を土台とした教育

教師と子どものふれあいは、本来、教育のあらゆるいとなみ
の土台となるものである。身体における心臓のように、そこ
にすべてが立ち返り、そこからすべてが動き出し、その閉塞
がすべてを形骸化させ、その脈動がすべてを生動化する。
現在の「資質・能力」の形成や「主体的で対話的で深い学
び」の創造や「PDCAサイクル」の導入が、そのふれあいから
乖離しないために、いま、なにこそ必要なのかを探究した
い。

岩川　直樹（教育学部教授）
埼玉県さいた
ま市

6時間 令和3年8月11日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10020-
504275号

048-858-9235
http://park.saitama-
u.ac.jp/~koushin/

千葉大学
【選択】子どもの学びを活かした
新しい生活科・総合的学習の授
業づくり

生活科・総合的な学習の時間を活用したカリキュラムマネジ
メントおよび授業づくりについて、小・中学校における豊富な
実践例をふまえて紹介します。その上で、参加者のみなさん
と実際にアクティブに活動しながら学びたいと思います。

鈴木　隆司（教育学部教授）
高岡　寛樹（教育学部非常勤講師）

千葉県千葉市 6時間 令和3年8月5日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年6月23日～
令和3年6月28日

令03-
10021-
504122号

043-290-2529
http://menkyokoushin.c
hiba-u.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

お茶の水女子大
学

【選択】やってみよう！教科科目
でのプログラミング教育－入門か
ら実践へ！

小中学校の教育にプログラミングが導入されました。これに
より、教員には各教科科目においてプログラミング教育を実
践するためのスキルを習得することが求められています。本
講習は、ビジュアル・プログラミングの基礎を学ぶとともに、
小中学校の教科科目においてプログラミングを実践するた
めに必要となる授業設計の方策を学びます。本講習は、オ
ンデマンド型の講習として実施します。

赤堀　侃司（元白鷗大学教授）
齋藤　長行（サイエンス＆エデュケーションセン
ター　客員教授）

インターネット 6時間
令和3年7月16日～
令和3年9月25日

教諭
小学校･中学校教

諭
6,000円 500人

令和3年4月16日～
令和3年6月16日

令03-
10030-
504366号

03-5978-5141
https://www.cf.ocha.ac.
jp/sec/

横浜国立大学
【選択】英語の発音指導と文法指
導の実践的理解

本講習では，前半で「英語で行う英語授業」にも対応できる
英語の発音指導に関する解説と発音演習を行い、後半で生
徒に文法規則への“気づき”を与える文法指導（前置詞の場
合）について実践的に解説する。

田中　秀毅（教育学部教授）
高橋　邦年（放送大学　神奈川学習センター客
員教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和3年7月3日 教諭

中学校教諭（英
語）、高等学校教
諭（英語）、中学
校教諭免許状

（英語）を取得し
ている小学校教

諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月24日

令03-
10034-
504688号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】身の回りの化学

理科では、「科学的な見方や考え方」を育成することが必要
ですが、それは日常の生活においても大切です。本講習で
は、身の回りの化学物質や現象などについて、身の回りの
題材を用いながら、科学（化学）的な見方や考え方をしてい
るか、どの程度の知識を有し、その知識を使いこなせている
か、などを再確認するとともに、正しい知識を身に付け、身
に付けている知識を有効に活用していくことを考えていきま
す。実験も行いますので、動きやすい服装で出席してくださ
い。

鈴木　俊彰（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年7月4日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科）

6,000円 34人
令和3年4月16日～
令和3年5月25日

令03-
10034-
504689号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】化学実験と危機管理

本講習では、小・中学校で扱う化学薬品や実施する化学実
験を例にあげ、これまでどの程度の知識を有し、実験を安全
に行うことを心がけてきたかを再確認するとともに、化学実
験を安全に行うための危機管理と事故を起こさない・繰り返
さないための対策について、日頃からどのようなことに取り
組んでいけばよいかを考えます。また、児童・生徒の興味を
ひくような化学実験などについても紹介します。実験を行い
ますので、動きやすい服装で出席してください。

鈴木　俊彰（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年7月11日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科）

6,000円 34人
令和3年4月16日～

令和3年6月1日

令03-
10034-
504690号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】音楽科担当教員のための
実践力養成講座（１）諸外国の音
楽講座

私たち教師自身が知らない・演奏できない諸外国の音楽を
いったいどのようにとりあげればよいのか？　この切実な問
題に対する一つの解決策として、アメリカの音楽教育学者パ
トリシア・キャンベルによる世界音楽教授法を紹介します。
基本は音楽を聴き、真似ること。リスニング活動が中心なの
で、音源一つで授業ができる上、児童生徒が音楽をアクティ
ブに、段階的に学ぶことができるメソッドです。資料は当日
配布します。

金光　真理子（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年7月31日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（音楽）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月21日

令03-
10034-
504691号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】美術実技平面「デザイン」

小・中・高等学校に於ける図工・美術教育実技の基本的な
内容の内、平面的造形を実技を通して学習する。具体的に
は課題「自分のシンボルマーク」に取り組み、創案～製図～
彩色を行う。現代デザインの領域とその役割の資料を配布
して講義も行い、デザインへの理解を深める講義も行い具
体的作例も示す。また、色彩に関する理解を深める講義も
行って、講習を通じて教科指導に関する知見と能力を高め
る。単なる「実技講習」のみならず、学問として「デザイン概
論」や「色彩論」の講義を含む高度な学習を含む。

渡辺　邦夫（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年7月31日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（美

術）、高等学校教
諭（美術）

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年6月21日

令03-
10034-
504692号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

横浜国立大学
【選択】外国人児童生徒の問題と
教育を考える

在住外国人の定住化が進み、日本の学校においても外国
人児童生徒が増えてきた。日本社会で活躍できるよう外国
人児童生徒を教育することは社会的ニーズともいえる。そう
いった教育の場づくりは日本人児童生徒のグローバル人材
の育成にも繋がると考える。講習ではバイリンガルや第二
言語習得に関する理論を説明し、受講者同士意見交換する
機会を設ける。子どもたちの抱える問題は何か、有効な教
育方法とは何かについて知識を深める。時間があれば、簡
単な教材も作成してみる。

橋本　ゆかり（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月1日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 62人

令和3年4月16日～
令和3年6月22日

令03-
10034-
504693号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】情報リテラシー

情報処理通信（ICT）機器であるコンピュータの基礎について
学習する．情報モラルや情報セキュリティの話題の他，成績
等の統計処理・分析ツールとして学校現場で広く利用されて
いる表計算ソフトExcelの基礎を中心に，実習を伴った講習
を行う．Excel（2013以降であれば，バージョンは問わない）イ
ンストール済みのノートパソコン（個人用など，USBメモリの
着脱が許可されているもの）を持参すること．

北川　晃（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園，小学校，
中学校，高等学
校，特別支援学
校の教諭，養護
教諭，栄養教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年6月22日

令03-
10034-
504694号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】コミュニケーションを通じて
学ぶ英文法

基本的な英語による会話活動を行いながら英文指導する方
法について理論と実践の両面からの理解を目指す。レク
チャーに加え，ペアやグループによる会話活動、モデリン
グ，グループ討議と発表、模擬授業等の活動を行う。生徒
中心の英語活動に興味のある小学校から高校までの教員
を対象とする。

渡辺　雅仁（国際戦略推進機構教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月7日 教諭

小学校教諭（日
常英会話レベル
以上）、中学校教
諭（英語）、高等
学校教諭（英語）

6,000円 60人
令和3年4月16日～
令和3年6月28日

令03-
10034-
504695号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】美術教育の基礎

小・中学校における美術科教育の基本的な内容について，
学習指導要領を中心とした講習を行う。また，講義に加え，
受講者が参加しながら解決策を探っていくワークショップを
取り入れた講習とする。学校教育現場で授業を行う際の問
題点や疑問点などを参加者と共に考え討議しながら講習を
進める。

小池　研二（教育学部教授）
山下　暁子（和光大学　現代人間学部講師）

神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月7日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（美術）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月28日

令03-
10034-
504696号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】特別な教育的ニーズの理
解と支援の実際

特別な教育的ニーズのある児童生徒に対する理解を深める
と同時に、彼らに対する具体的な支援の方法として、交流及
び共同学習も含めて学ぶことを目指す。特に、発達障害児
についてとりあげる。なお、講習では小人数でのグループに
よる話し合い等の活動も予定している。

関戸　英紀（教育学部教授）
軍司　敦子（教育学部教授）
後藤　隆章（教育学部准教授）
雁丸　新一（教育学部准教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、特別支
援学校の教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 95人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
10034-
504697号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】日本語教育から授業の組
み立てを考えよう

「教える」とはどういうことだろうか。知識の伝授とは同義で
はない。「わかる」と「できる」は異なる。また，「できる」とはテ
ストでいい点を取ることではない。本当に「できる」ためには
教師は何をするべきなのか，また，何をしたいのかなどにつ
いて日本語教育の観点からの考察を中心に行っていく。さ
まざまな授業実践に役立てることを目指すが，特に国語科
の「言葉」の単元に関する内容を扱う。

河野　俊之（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月9日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（国語）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
10034-
504698号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】学校における食育の推進

学習指導要領の総則に、学校の教育活動全体を通じて適
切に行われるべき体育・健康に関する指導の一つとして、
「食育の推進」があげられている。2005年の食育基本法の
制定にいたるまでの経緯やその後の食育活動の現状を振り
返りながら、今後学校における食育をどのように進めていけ
ばよいのかを考える。

杉山　久仁子（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・栄養
教諭・養護教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～

令和3年7月1日

令03-
10034-
504699号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

横浜国立大学
【選択】家庭科で考える生活文化
の継承－衣生活・住生活編－

本講習は、家庭科における衣生活や住生活の教科内容に
ついての理解を深め、授業実践に役立てることを目指す。
衣生活の内容では着物や浴衣、住生活では畳を取り上げ、
生活文化を継承する意義について説明する。また理論に加
え、浴衣の着装や畳の手入れなどの実践的な活動も行う。
特に家庭科の中学校・高等学校教諭を対象とし、子どもたち
がどのような力を獲得すればよいのか、家庭科に求められ
るものについて受講者自身が思考する機会としたい。

薩本　弥生（教育学部教授）
佐桑　あずさ（教育学部准教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月11日 教諭
中学校教諭（家

庭）、高等学校教
諭（家庭）

6,000円 20人
令和3年4月16日～

令和3年7月2日

令03-
10034-
504700号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】漢詩に親しむ

本講座では、前半は中国の歴史や日本の古典との関わりな
どにも触れつつ、詩人の人生や具体的な漢詩（主に唐詩）
の制作背景を紹介していきます。後半は、日本人が漢詩と
どのように関わってきたのかをたどり、中学生や高校生にも
利用可能な教具を用いて漢詩制作を体験していただこうと
考えています。前半は講義形式（質疑応答含む）、後半は講
義と漢詩制作（グループワーク）で行います。

高芝　麻子（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月11日 教諭
中学校教諭（国

語）、高等学校教
諭（国語）

6,000円 40人
令和3年4月16日～

令和3年7月2日

令03-
10034-
504701号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】高校地理総合の特色と授
業づくり

この講習では、地理を主専門とされない先生が高等学校で
必履修科目として新設される「地理総合」を担当される可能
性を念頭に置き、「地理総合」の特色を踏まえた「地理総合」
の授業づくりのポイントを確認し、授業実践に役立つ知識・
技能を習得することを目的とします。地理的技能や見方・考
え方は校種を問わない汎用性があり、中学校の授業づくり
にも活かせる内容を扱うことから、中学校（社会）の先生の
受講も歓迎します。

鈴木　允（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月11日 教諭
中学校教諭（社

会）、高等学校教
諭（地理歴史）

6,000円 80人
令和3年4月16日～

令和3年7月2日

令03-
10034-
504702号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】保健教育の基礎
保健教育の基礎となる１．環境と運動─暑さ寒さと運動―，
２．熱中症の予防，３．保健教育の理論，４．保健教育の現
代的課題　がん教育，精神疾患について理解を深める。

田中　英登（教育学部教授）
物部　博文（教育学部教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月7日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭（保健

体育）、高等学校
教諭（保健体

育）、養護教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月28日

令03-
10034-
504703号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】音楽科担当教員のための
実践力養成講座(２)ピアノ

日常何気なく弾いているピアノですが、限られた練習時間で
演奏の質を保ち続けることは難しいと感じる方もいるのでは
ないでしょうか。本講義では、ピアノ演奏に不可欠な「練習」
について再検討し、初等、中等教育における音楽科の指導
力の向上をめざします。講義内容は、楽器の構造、演奏方
法、楽譜の読み方などの確認から実演やディスカッションな
ど、多岐に渡ります。

森野　かおり（教育学部講師）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月19日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（音楽）

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年7月10日

令03-
10034-
504704号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】家庭科、技術・家庭科に
おける食生活の学習

新学習指導要領の「B衣食住の生活」においては、食生活、
衣生活、住生活を総合的に捉え、「生活の営みに係る見方・
考え方」を働かせ、健康・快適・安全で豊かな生活を営んだ
り、生活文化を継承したりする視点から、衣食住の生活に係
る課題を解決する力を養い、実践できるようにすることを目
指している。本講座では、食生活の学習を対象とし、小学
校・中学校・高等学校の系統性を確認するとともに、生活の
自立に必要な知識及び技能とその学習過程について考え
る。

杉山　久仁子（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月21日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（家

庭）、高等学校教
諭（家庭）

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年7月10日

令03-
10034-
504705号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

横浜国立大学
【選択】これからの時代に求めら
れる書写・書道教育－小・中・高
－

小・中学校国語科「書写」と高等学校芸術科「書道」につい
て、教育内容や教授法の理解を深め、実践力を高める講
座。実技を伴いながら、教材の観点や効果的な授業過程を
体験的に学ぶ。また、「書写」と「書道」の接続の観点から、
双方のねらいや学習の意義を明確にした上で、子どもたち
の表現活動に生きる書写・書道のあり方について考える。受
講対象者は、小学校教諭・中学校（国語）教諭・高等学校
（書道）教諭等。
【持ち物】毛筆書写（書道）用具

青山　浩之（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月20日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国

語）、高等学校教
諭（書道）

6,000円 31人
令和3年4月16日～
令和3年7月11日

令03-
10034-
504706号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】音楽科担当教員のための
実践力養成講座（４）箏のワーク
ショップ

生田流による箏のワークショップをおこなう。基本的な奏法
をふまえて、代表的な曲を習得するとともに、教育現場で指
導するための必要不可欠な指導技術も合わせて学ぶ。履修
希望者は必ず生田流の箏の爪を一式事前に購入しておくこ
と。

郷司　雅子（教育学部非常勤講師）
神奈川県横浜
市

7時間 令和3年8月20日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高等学校教
諭（音楽）、特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月11日

令03-
10034-
504707号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】実技講習　立体造形「木
で皿をつくる」

小・中学校、高等学校における図工・美術教育の基本素材
である木材の活用を，実技を中心に指導者としての視点
等、解説を織り交ぜて作品制作を行う。具体的には、各種木
材の板を用いて木工手道具による刳りもの（器物）を制作す
る。また，学校教育現場で授業を行う際の問題点，疑問点
などを参加者と共に考えながらの講習とする。

原口　健一（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月20日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（美

術）、高等学校教
諭（美術）

6,000円 12人
令和3年4月16日～
令和3年7月11日

令03-
10034-
504708号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】生物学の基礎と実践演習

小学校理科、中学校理科の内容に関する基礎的な講義と、
実践を通した実験・演習を行う。動物学に関しては顕微鏡の
使用や解剖実験、植物学に関しては身近な植生や図鑑の
使用法などについて講義と実験を行う。実践例を知ること
で、教育現場での応用について、考察していく。

西　栄二郎（教育学部教授）
倉田　薫子（教育学部准教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月20日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科）

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年7月11日

令03-
10034-
504709号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】ライフサイクルの考え方に
基づく環境教育の手法（初級編）

近年、身の周りの製品やエネルギーなどのライフサイクルに
注目した環境教育の事例が増えている。CO2などの環境へ
の影響を自らの問題として受け止め、日常の行動や学びに
反映するために、ライフサイクルの考え方を学ぶことは極め
て重要である。本講では、身近な製品などのライフサイクル
を通した環境影響を考える教育教材の指導方法を学び、教
科での活用方法などを考える。初級編は、これまで具体的
な環境教育などの教育機会の無い方や経験の少ない方を
主な対象とし、時間をかけてグループワークなどの活動を体
験する内容である。

松本　真哉（大学院環境情報研究院教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月20日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
6,000円 60人

令和3年4月16日～
令和3年7月11日

令03-
10034-
504710号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】歴史教育の基礎としての
歴史学の現在

日本近世史及び西洋近現代史それぞれの分野における歴
史学の最新の動向（特に今日的な到達点）に関して解説し、
歴史教育が依拠すべき基礎としての歴史学の意義ついて理
解を深める。

多和田　雅保（教育学部教授）
棚橋　信明（教育学部教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月23日 教諭
中学校教諭（社

会），高等学校教
諭（地理歴史）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月14日

令03-
10034-
504711号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】ライフサイクルの考え方に
基づく環境教育の手法（中級編）

近年、身の周りの製品やエネルギーなどのライフサイクルに
注目した環境教育の事例が増えている。CO2などの環境へ
の影響を自らの問題として受け止め、日常の行動や学びに
反映するために、ライフサイクルの考え方を学ぶことは極め
て重要である。本講では、身近な製品などのライフサイクル
を通した環境影響を考える教育教材の指導方法を学び、教
科での活用方法などを考える。中級編は、環境教育の実施
経験が多い方やこれらの方法を授業に活用してみたい方を
主な対象とし、PCによる実習を含めた数多くの教材や活動
を紹介する内容である。

松本　真哉（大学院環境情報研究院教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月24日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
6,000円 36人

令和3年4月16日～
令和3年7月15日

令03-
10034-
504712号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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横浜国立大学 【選択】木材加工の基礎

中学校技術・家庭科の技術分野「Ａ　材料と加工の技術」に
基づいて、木材加工の基礎事項の確認と簡単な実技を行
う。前半は、木材科学の基礎事項と木材加工の基礎事項の
確認を座学にて行う。後半は、作品の製作を通して木材加
工の工程の確認、工具の使い方の確認を行う。小中連携の
観点から小学校教諭も対象とする。

小林　大介（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月25日 教諭
中学校教諭（技

術）、小学校教諭
6,000円 6人

令和3年4月16日～
令和3年7月16日

令03-
10034-
504713号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】インクルーシブ教育の理
想と現実

2016年の障害者差別解消法の施行を受けて、学校現場に
おいてもますます「インクルーシブ教育」の推進がクローズ
アップされています。しかし、実際に学校現場でインクルー
シブ教育を実践することは簡単なことではありません。それ
はなぜか？そもそも実現できるのか？本講義では、インク
ルーシブ教育の基礎事項や海外動向の紹介とともに、実際
の失敗例・成功例などを紹介しながら、「実現可能なインク
ルーシブ教育のあり方」を受講者と一緒に考えていきます。

泉　真由子（教職大学院教授）
高野　陽介（教育学部非常勤講師）

神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、特別支
援学校教諭、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年7月19日

令03-
10034-
504714号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】地学の基礎講座

理科第２分野の地学で学ぶ基礎的内容を解説する。様々な
気象現象、大地の変動や古生物に関する知見を通して明ら
かにされつつあるダイナミックな地球の姿について学び、基
本的な仕組みを理解する。地学に関する基礎知識は中学生
までの学習内容であることが多いが、その先の科学の最先
端の話題を理解するには地学の基礎的内容の理解が必要
である。

河潟　俊吾（教育学部教授）
筆保　弘徳（教育学部教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月28日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高等学校教
諭（理科）

6,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年7月19日

令03-
10034-
504715号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】海洋と宇宙の今

国際的な行動原則としてSDGsが掲げられ、海洋宇宙空間
の開発でも、海洋再生可能エネルギー、海運輸送の脱炭素
化、衛星リモートセンシング、衛星通信サービス等が、総合
工学として多くの教科と関連しながら進展している。海洋と
宇宙の今として国際的な社会背景も含めた最新動向および
工学的に基礎的な知識を修得し、海洋や宇宙空間の利活
用に関して”気づき”の間口を多面的に広げ、SDGsの社会
実装の概念例として多面的な思考の重要性を伝えられるよ
うにする。

村井　基彦（環境情報研究院准教授）
平川　嘉昭（工学研究院准教授）
樋口　丈浩（環境情報研究院准教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和3年9月4日 教諭
中学校教論、高

等学校教論
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年7月26日

令03-
10034-
504716号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】言語および日本語の歴史
―最新の研究成果―

最近十数年の人類学・遺伝学・考古学・歴史学、および言語
を扱うコンピュータソフトの進化により、言語や日本語の歴
史に関する研究は、日進月歩で進んでいる。本講習では、
受講生の方々が大学生の時には知られていなかった、最近
の言語・日本語に関する新事実・新研究成果について、写
真や図録などを使ってなるべく具体的に説明する。その後
で、これからの日本語および国語科教育について、受講者・
講師共に考察・討論する。

古田　恵美子（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年9月20日 教諭
中学校教諭（国

語）、高等学校教
諭（国語）

6,000円 60人
令和3年4月16日～
令和3年8月11日

令03-
10034-
504717号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】社会科教育の最先端９
深い学びを育む社会科授業

社会科において深い学びを育むために、対話型の授業づく
り（単元構想も含めて）についての知識やスキルを習得す
る。主体的な学習活動をさせてもなかなか深い学びを育め
ない授業事例を題材にして、特に教材研究のあり方につい
ての改善に取り組んでもらう。本講習の趣旨を勘案してであ
れば、学校種を問わず受講を認める。筆記試験では指導案
を作成してもらう、そのために受講生は学習指導要領解説
あるいは自身がこれまで行った授業の指導案を持参するこ
と。

重松　克也（教育学部教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年9月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 150人
令和3年4月16日～
令和3年8月16日

令03-
10034-
504718号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】音楽科担当教員のための
実践力養成講座（５）作曲

作曲（音楽づくり）の分野において、指導力向上を目指した
講習を行う。この講習時間中に簡単な作曲を試みながら指
導のポイントを確認していく。また1時間ほどゼミナールの時
間を取り、受講者が作曲・音楽づくりの指導の際に感じてい
ることや工夫などを共有する。

島田　広（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年12月11日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高等学校教
諭（音楽）、特別
支援学校教諭

6,000円 15人
令和3年4月16日～
令和3年11月1日

令03-
10034-
504719号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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横浜国立大学
【選択】体験して考える！国語教
育・読書教育におけるゲーミフィ
ケーション活用

現在「主体的な学び」を実現するためのさまざまな授業デザ
インの方法が提案されています。本講習では、そのような授
業デザインのひとつとして、ゲーム的な要素やゲーム・デザ
インを導入した授業を取り上げます。国語教育・読書教育で
の教育・学習に活用しうるゲーム活動・ゲーム型教材を用い
た学習を実際に体験することで、受講生とともに、国語科に
おいてゲーム的な要素やゲームデザインを導入することの
可能性や課題を考えます。

石田　喜美（教育学部准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年12月25日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（国語）

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年11月15日

令03-
10034-
504720号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】Scratchプログラミング

「同時双方向型」スクラッチというプログラミング環境を利用
してプログラミングの基礎を学びます。学校種や職種によら
ずプログラミング的思考を学び、児童生徒の指導に当たるこ
とは、これからの教員の必須能力です。丁寧に書かれた教
科書「親子でかんたんスクラッチプログラミングの図鑑」
(ISBN 978-4-297-10686-7)を利用し実習を行いますので、
初心者でも安心して受講できます。上記教科書をあらかじめ
ご購入してください。

松下　孝太郎（東京情報大学　総合情報学部教
授）
山本　光（教育学部教授）

インターネット 6時間 令和3年7月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

プログラミングに
興味がある小学
校教諭、中学校
教諭、高等学校
教諭、特別支援
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

8,948円 100人
令和3年4月16日～
令和3年5月24日

令03-
10034-
504721号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】算数の学び合いスキルの
指導

「オンデマンド型」視聴可能期間は７月４日～７月１１日、試
験期間は７月４日～７月１５日とする。
算数授業で主体的・対話的な学びを実現することが求めら
れています。そのために、学び合いスキルを計画的に指導
することが有効です。この講習では、学び合いの算数授業と
はどんな授業であるかや学び合いの授業デザインの概要を
理解します。これを踏まえて、新学期初期の算数授業の中
で計画的に学び合いスキルを指導する方法を具体的な事
例により解説します。

石田　淳一（東京家政大学　家政学部教授）
山本　光（教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年7月4日～
令和3年7月15日

教諭 小学校教諭 8,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年5月25日

令03-
10034-
504722号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】授業に活かすワークショッ
プデザイン入門

「同時双方向型」講習は７月４日のみ、試験期間は７月４日
～７月１２日とする。
ワークショップとは、創作や体を動かす活動を通じて、参加
者が知識や考え方を作り上げる学び方です。ワークショップ
の方法は、授業や特別活動など、学校の様々なシーンで取
り入れられています。本講座では、実際にワークショップに
参加し、ワークショップの基本的なプロセスや要素を学び、
更に自分の授業や学級等で使えるような、ワークショップの
デザインにチャレンジします。またワークショップに関係する
基礎的な理論も学びます。

脇本　健弘（教職大学院准教授）
山田　寛邦（同志社女子大学　現代社会学部助
教）

インターネット 6時間
令和3年7月4日～
令和3年7月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

授業を担当して
いる教諭、担当す
ることがある養護
教諭・栄養教諭

（校種は問いませ
ん）

6,000円 60人
令和3年4月16日～
令和3年5月25日

令03-
10034-
504723号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】計算しない数学 ― 探究
活動を伴う数学指導を目指して

「オンデマンド型」視聴可能期間は８月１日～８月２０日、試
験期間は８月１日～８月２３日とする。
複雑な計算の末に明らかになった答えを振り返り，構造や
意味を理解することで，計算せずにその答えを導く活動や，
そもそも既存の知識が使えないような問題に取り組む活動
を解説したオンデマンド教材（動画）を視聴し，自らも計算に
頼らない問題解決を体験して，数学における探求活動の在
り方を検討していく。主に中学校，高校の数学教員を対象と
するが，一般的な数学の知識があれば受講可能な内容に
なっている。

根上　生也（大学院環境情報研究院教授） インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月23日

教諭
中学校教諭（数

学）、高等学校教
諭（数学）

6,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年6月22日

令03-
10034-
504724号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

横浜国立大学 【選択】離散数学の初歩

「オンデマンド型」試験期間は８月２日～８月３日、試験期間
は８月２日～８月６日とする。
生徒が数学に対峙するとき，すばやく正確に計算ができるこ
とが必要であるが，より高い学力を目指すとき，解答の筋道
を正しく理解し，さらに，それらを自ら構築する力が問われ
る．本講義では，離散数学の題材を扱い，様々な角度から
考察することで，解答の筋道を意識した教材開発について
考える．さらに，日常生活に関する問題やパズル的な題材
も扱い，新たな問題を発展的に解決したりする体験をする．

中本　敦浩（環境情報研究院教授） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月6日

教諭

小学校教諭（算
数専科）、中学校
教諭（数学）、高
等学校教諭（数

学）

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月23日

令03-
10034-
504725号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】Scratchプログラミング（ア
ドバンス）

「同時双方向型」スクラッチというプログラミング環境を利用
してプログラミングの基礎を学びます。学校種や職種によら
ずプログラミング的思考を学び、児童生徒の指導に当たるこ
とは、これからの教員の必須能力です。すでに、スクラッチ
を学んだことのある受講生を対象としています。丁寧に書か
れた教科書「スクラッチプログラミング事例大全集」
(ISBN9784297115029)を利用し実習を行います。教科書をあ
らかじめご購入してください。

松下　孝太郎（東京情報大学　総合情報学部教
授）
山本　光（教育学部教授）

インターネット 6時間 令和3年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

Scratchの経験が
ある小学校教

諭、中学校教諭、
高等学校教諭、
特別支援学校教
諭、養護教諭、栄

養教諭

9,278円 100人
令和3年4月16日～
令和3年6月29日

令03-
10034-
504726号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】音楽科担当教員のための
実践力養成講座（３）移動ド唱法
と合唱指導

「同時双方向型」講習は８月１９日のみ、試験期間は８月１９
日～８月２６日とする。
学習指導要領で「適宜、移動ド唱法を用いること」として指導
が義務づけられている「移動ド唱法」の理論と合唱指導の
ワークショップ。移動ドを用いて合唱指導をどう行うのか、そ
の理念とテクニックを中心に講習を行う。初等・中等音楽科
における歌唱、合唱指導を視野に入れ、教育現場の現実を
踏まえて、ユニゾンからポリフォニックな曲に至るまで、参加
教員とともによりよいアプローチを検討していく。 受講者は
必ず音叉（A=440Hz、または442Hz)を用意すること。

小川　昌文（教育学部教授） インターネット 7時間
令和3年8月19日～
令和3年8月26日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高等学校教
諭（音楽）

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年7月10日

令03-
10034-
504727号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】生活をデザインする家庭
科の授業づくり

「同時双方向型」講習は８月１９日のみ、試験期間は８月１９
日～８月２６日とする。
身近な生活を再発見することを通して、児童生徒に気づきを
促す家庭科の授業デザインについて考えます。主体的・対
話的で深い学びを醸成する家庭科の授業はどのようにした
ら可能なのか、目標・内容・方法及び教師のスタンスという
観点から、演習を通して実践的に検討し、家庭科の授業づく
りを試みます。

堀内　かおる（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年8月19日～
令和3年8月26日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（家

庭）、高等学校教
諭（家庭）

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年7月10日

令03-
10034-
504728号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】現代倫理学から教育現場
を考える

「オンデマンド型」動画視聴は８月１日～８月２０日、試験期
間は８月１日～８月２７日とする。
テキスト（加藤尚武『現代倫理学入門』）を簡略に解説して、
現代倫理学の立場から「倫理学」について説明します。その
上で、教室現場（中学以上）の実情をテキスト（鈴木翔『教室
内カースト』）を基に分析し、日本社会の伝統的人間関係も
踏まえ（参考書：熊野純彦『和辻哲郎』）、対応を考えます。

下城　一（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月27日

教諭
中学教諭（社

会）、高等学校教
諭（公民）

6,000円 60人
令和3年4月16日～
令和3年7月11日

令03-
10034-
504729号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
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横浜国立大学
【選択】第二言語習得論：外国語
教育を改善するための理論の道
しるべ

「同時双方向型」講習は８月２１日のみ、試験期間は８月２１
日～８月３０日とする。
外国語教育を理解するためには、学習者の第二言語習得
のメカニズムを理解しなければならない。日本人にとっての
英語や、外国につながる児童・生徒にとっての日本語は、第
二言語である。この講習では、第二言語習得に関する理論
や研究成果を通して、人が第二言語を習得するメカニズム
について知り、理論に基づき外国語教育を改善する方法を
探る。

尾島　司郎（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年8月21日～
令和3年8月30日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（英

語）、高等学校教
諭（英語）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年7月12日

令03-
10034-
504730号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】中学・高校の英語教員が
知っておきたい小学校英語の世
界：小中高の連携に向けて

「同時双方向型」講習は９月１１日のみ、試験期間は９月１１
日～９月２１日とする。
小学校英語の教科化に伴い、中学校・高等学校の英語教
育も変革が求められる。この講習では、普段は小学校への
接点が少ない中学・高校の英語教員を対象に、小学校英
語・児童英語の世界を紹介し、小学校英語を踏まえた上で
中高での英語教育実践を考えてもらうことを目指す。

尾島　司郎（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年9月11日～
令和3年9月21日

教諭
中学校教諭（英

語）、高等学校教
諭（英語）

6,000円 50人
令和3年4月16日～

令和3年8月2日

令03-
10034-
504731号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】POV-Rayで学ぶはじめて
の3DCG制作

「同時双方向型」コンピュータを利用した三次元グラフィック
スの基礎を学びます。学校種や職種によらず分かりやすく
見栄えのする教材作成に活用できるコンピュータグラフィッ
クスを、丁寧に書かれた教科書「POV-Rayで学ぶ はじめて
の3DCG制作」（ISBN-13: 978-4061538276）を利用して基礎
から順番に学びます。初心者の方でも安心して受講してくだ
さい。上記指定の教科書はあらかじめ購入の上受講してく
ださい。

松下　孝太郎（東京情報大学　総合情報学部教
授）
山本　光（教育学部教授）

インターネット 6時間 令和3年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

立体画像（三次
元グラフィック）に
興味がある小学
校教諭、中学校
教諭、高等学校
教諭、特別支援
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

8,640円 100人
令和3年4月16日～

令和3年7月2日

令03-
10034-
504732号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】学習科学から考えるこれ
からの学び

「同時双方向型」講習は８月１日のみ、試験期間は８月１日
～８月１０日とする。
学習科学に関する研究をもとに、これからの学習について
考え、各教科の学びに生かせるようになることを目指しま
す。様々な学習に関する理論やそれに伴う教材や授業など
を、グループ活動をもとに議論しながら学びます。また、これ
らを通して、「主体的・対話的で深い学び」をどのように実現
していくのか考えていきます。

脇本　健弘（教職大学院准教授） インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月10日

教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 60人

令和3年4月16日～
令和3年6月22日

令03-
10034-
504733号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】算数の学び合いスキルの
指導

「オンデマンド型」視聴可能期間は８月１日～８月８日、試験
期間は８月１日～８月１２日とする。
算数授業で主体的・対話的な学びを実現することが求めら
れています。そのために、学び合いスキルを計画的に指導
することが有効です。この講習では、学び合いの算数授業と
はどんな授業であるかや学び合いの授業デザインの概要を
理解します。これを踏まえて、新学期初期の算数授業の中
で計画的に学び合いスキルを指導する方法を具体的な事
例により解説します。

石田　淳一（東京家政大学　家政学部教授）
山本　光（教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月12日

教諭 小学校教諭 8,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年6月22日

令03-
10034-
504734号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】算数の学び合いスキルの
指導

「オンデマンド型」視聴可能期間は９月５日～９月１２日、試
験期間は９月５日～１６日とする。
算数授業で主体的・対話的な学びを実現することが求めら
れています。そのために、学び合いスキルを計画的に指導
することが有効です。この講習では、学び合いの算数授業と
はどんな授業であるかや学び合いの授業デザインの概要を
理解します。これを踏まえて、新学期初期の算数授業の中
で計画的に学び合いスキルを指導する方法を具体的な事
例により解説します。

石田　淳一（東京家政大学　家政学部教授）
山本　光（教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年9月5日～
令和3年9月16日

教諭 小学校教諭 8,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年7月27日

令03-
10034-
504735号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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横浜国立大学
【選択】算数の学び合いスキルの
指導

「オンデマンド型」視聴可能期間は１０月３日～１０月１０日、
試験期間は１０月３日～１０月１４日とする。
算数授業で主体的・対話的な学びを実現することが求めら
れています。そのために、学び合いスキルを計画的に指導
することが有効です。この講習では、学び合いの算数授業と
はどんな授業であるかや学び合いの授業デザインの概要を
理解します。これを踏まえて、新学期初期の算数授業の中
で計画的に学び合いスキルを指導する方法を具体的な事
例により解説します。

石田　淳一（東京家政大学　家政学部教授）
山本　光（教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年10月3日～
令和3年10月14日

教諭 小学校教諭 8,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年8月24日

令03-
10034-
504736号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】離散数学の初歩

「オンデマンド型」視聴可能期間は８月５日～８月６日、試験
期間は８月５日～８月１０日とする。
生徒が数学に対峙するとき，すばやく正確に計算ができるこ
とが必要であるが，より高い学力を目指すとき，解答の筋道
を正しく理解し，さらに，それらを自ら構築する力が問われ
る．本講義では，離散数学の題材を扱い，様々な角度から
考察することで，解答の筋道を意識した教材開発について
考える．さらに，日常生活に関する問題やパズル的な題材
も扱い，新たな問題を発展的に解決したりする体験をする．

中本　敦浩（環境情報研究院教授） インターネット 6時間
令和3年8月5日～
令和3年8月10日

教諭

小学校教諭（算
数専科）、中学校
教諭（数学）、高
等学校教諭（数

学）

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月26日

令03-
10034-
504737号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】Scratchプログラミング

「同時双方向型」スクラッチというプログラミング環境を利用
してプログラミングの基礎を学びます。学校種や職種によら
ずプログラミング的思考を学び、児童生徒の指導に当たるこ
とは、これからの教員の必須能力です。丁寧に書かれた教
科書「親子でかんたんスクラッチプログラミングの図鑑」
(ISBN 978-4-297-10686-7を利用し実習を行いますので、
初心者でも安心して受講できます。上記教科書をあらかじめ
ご購入してください。

松下　孝太郎（東京情報大学　総合情報学部教
授）
山本　光（教育学部教授）

インターネット 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

プログラミングに
興味がある小学
校教諭、中学校
教諭、高等学校
教諭、特別支援
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

8,948円 100人
令和3年4月16日～
令和3年7月10日

令03-
10034-
504738号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学 【選択】Scratchプログラミング

「同時双方向型」スクラッチというプログラミング環境を利用
してプログラミングの基礎を学びます。学校種や職種によら
ずプログラミング的思考を学び、児童生徒の指導に当たるこ
とは、これからの教員の必須能力です。丁寧に書かれた教
科書「親子でかんたんスクラッチプログラミングの図鑑」
(ISBN 978-4-297-10686-7)を利用し実習を行いますので、
初心者でも安心して受講できます。上記教科書をあらかじめ
ご購入してください。

松下　孝太郎（東京情報大学　総合情報学部教
授）
山本　光（教育学部教授）

インターネット 6時間 令和3年11月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

プログラミングに
興味がある小学
校教諭、中学校
教諭、高等学校
教諭、特別支援
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

8,948円 100人
令和3年4月16日～
令和3年9月28日

令03-
10034-
504739号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】Scratchプログラミング（ア
ドバンス）

「同時双方向型」スクラッチというプログラミング環境を利用
してプログラミングの基礎を学びます。学校種や職種によら
ずプログラミング的思考を学び、児童生徒の指導に当たるこ
とは、これからの教員の必須能力です。すでに、スクラッチ
を学んだことのある受講生を対象としています。丁寧に書か
れた教科書「スクラッチプログラミング事例大全集」
(ISBN9784297115029)を利用し実習を行います。教科書をあ
らかじめご購入してください。

松下　孝太郎（東京情報大学　総合情報学部教
授）
山本　光（教育学部教授）

インターネット 6時間 令和3年9月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

Scratchの経験が
ある小学校教

諭、中学校教諭、
高等学校教諭、
特別支援学校教
諭、養護教諭、栄

養教諭

9,278円 100人
令和3年4月16日～
令和3年7月26日

令03-
10034-
504740号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】Scratchプログラミング（ア
ドバンス）

「同時双方向型」スクラッチというプログラミング環境を利用
してプログラミングの基礎を学びます。学校種や職種によら
ずプログラミング的思考を学び、児童生徒の指導に当たるこ
とは、これからの教員の必須能力です。すでに、スクラッチ
を学んだことのある受講生を対象としています。丁寧に書か
れた教科書「スクラッチプログラミング事例大全集」
(ISBN9784297115029)を利用し実習を行います。教科書をあ
らかじめご購入してください。

松下　孝太郎（東京情報大学　総合情報学部教
授）
山本　光（教育学部教授）

インターネット 6時間 令和3年10月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

Scratchの経験が
ある小学校教

諭、中学校教諭、
高等学校教諭、
特別支援学校教
諭、養護教諭、栄

養教諭

9,278円 100人
令和3年4月16日～
令和3年8月24日

令03-
10034-
504741号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

横浜国立大学
【選択】授業に活かすワークショッ
プデザイン入門

「同時双方向型」講習は８月２１日のみ、試験期間は８月２１
日～８月３０日とする。
ワークショップとは、創作や体を動かす活動を通じて、参加
者が知識や考え方を作り上げる学び方です。ワークショップ
の方法は、授業や特別活動など、学校の様々なシーンで取
り入れられています。本講座では、実際にワークショップに
参加し、ワークショップの基本的なプロセスや要素を学び、
更に自分の授業や学級等で使えるような、ワークショップの
デザインにチャレンジします。またワークショップに関係する
基礎的な理論も学びます。

脇本　健弘（教職大学院准教授）
山田　寛邦（同志社女子大学　現代社会学部助
教）

インターネット 6時間
令和3年8月21日～
令和3年8月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

授業を担当して
いる教諭、担当す
ることがある養護
教諭・栄養教諭

（校種は問いませ
ん）

6,000円 60人
令和3年4月16日～
令和3年7月12日

令03-
10034-
504742号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
【選択】ライフサイクルの考え方に
基づく環境教育の手法（初級編）

「同時双方向型」講習は８月４日のみ、試験期間は８月４日
～８月１１日とする。
近年、身の周りの製品やエネルギーなどのライフサイクルに
注目した環境教育の事例が増えている。CO2などの環境へ
の影響を自らの問題として受け止め、日常の行動や学びに
反映するために、ライフサイクルの考え方を学ぶことは極め
て重要である。本講では、身近な製品などのライフサイクル
を通した環境影響を考える教育教材の指導方法を学び、教
科での活用方法などを考える。初級編は、これまで具体的
な環境教育などの教育機会の無い方や経験の少ない方を
主な対象とし、時間をかけてグループワークなどの活動を体
験する内容である。

松本　真哉（大学院環境情報研究院教授） インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年8月11日

教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
6,000円 60人

令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
10034-
504743号

045-339-3159 http://www.ynu.ac.jp/

新潟大学
【選択】重度重複障害の理解と支
援

重度重複障害の中でも主に重度の知的障害と重度の肢体
不自由を伴う児童生徒における支援に関する視点につい
て、基礎的な発達的理解や支援に必要となる機能評価に関
する理論、ICT等を利用した支援事例の検討を通して考え
る。

渡邉　流理也（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月18日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503461号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】火山活動や流水が作る大
地と津波防災

この講習は２部構成である。前半では，火山の噴火を，
CO2, H2Oの飽和と三態変化，そして体積膨張の観点から
説明する。また，マグマの粘性と噴火様式の関係性につい
て，発泡のアナログ実験の紹介と，軽石を用いたドライヤー
火山を行うことにより理解する。後半では，流れる水の働き
が作る地層や新潟平野の成立ちについて考える。また，東
日本大震災に関わる地学現象を紹介し，津波，津波堆積物
や津波防災について考える。

藤林　紀枝（教育学部教授）
髙清水　康博（教育学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年8月19日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高校教諭
（理科）

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503462号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】数学の世界

数学的な対象の複数の構造は，それらがまったく異質なも
のであったとしても無関係であることはむしろまれである。
ユークリッド平面をはじめとするある種の空間において距離
構造は代数構造を経由して定義されるが，両構造 は見か
け以上にはるかに深い親和性を有している。この講義の中
では複数の構造間の親和性の例として，平面の代数構造が
距離構造により一意的に決定されることも述べる。

羽鳥　理（放送大学　客員教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月19日 教諭
中学校教諭（数
学）、高校教諭

（数学）
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503463号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】音楽の基礎（ソルフェー
ジュ）とピアノ演奏

この授業ではまず楽譜を読む上で必要な音楽の基礎能力
（ソルフェージュ能力）の確認を行う。その上で教科書に記
載されている楽曲（主に鑑賞曲）を教材として、ピアノ実践な
どを交えて、様々な視点から作品の魅力や表現の可能性に
ついて考察する。自身が演奏を体感することで、楽曲に対す
る見識をより深めることを目指す。

鈴木　賢太（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月19日 教諭
中学校教諭（音
楽）、高校教諭

（音楽）
6,000円 15人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503464号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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対象職

種
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新潟大学 【選択】美術、図画工作

①美術の価値と美術教育の課題について，2,3のテーマと事
例を基に対話します。
②これからの美術教育のあり方について，学習指導要領，
映像メディア，平和教育，等々の視点から論じます。
③カセットコンロで溶かせる金属と厚紙で作った型を用い
て，鋳金という伝統工芸技法の実習を行います。
④美術作品を鑑賞するとは何かという根本問題に立ち戻
り，鑑賞教育を考えます。

佐藤　哲夫（教育学部教授）
柳沼　宏寿（教育学部教授）
三村　友子（教育学部准教授）
田中　咲子（教育学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年8月20日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（美

術）、高校教諭
（美術）、特別支

援学校教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503465号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】〈学校文法〉と向き合う

文法学習＝暗記という思い込みと，学校文法自身の限界に
より，文法学習は忌避されがちである。しかし文法学習は本
来，言葉の法則を発見する知的な営みであり，学校文法を
通してその面白さを捉えることは可能である。その為にはま
ず，教師自身が「文法は面白い」という思いを持つことが大
切ではないか。本講義はこのような視点から，次の日から教
室で使える知識とはいかないが，先生方にも文法の魅力を
感じていただける内容としたい。

三ッ井　正孝（人文学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校教諭（国
語）、高校教諭

（国語）
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503466号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】運動と体温調節・熱中症

夏の暑熱環境下では熱中症の危険が高まります。特に運動
時にはその危険性が大きくなります。学校現場における熱
中症を予防し，夏の運動をより安全に行うためには，人が生
来有する体温調節機能について深く理解することが大切で
す。本講習では人の体温調節の仕組みやそれを修飾する
要因等について最新の研究知見を交えながら概説し，熱中
症予防を考える上で必要な知見を得ることを目指します。

天野　達郎（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭（保健

体育）、高校教諭
（保健体育）、特
別支援学校教
諭、養護教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503467号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】特別支援教育に活かす
「困った」行動の理解と対応

特別支援教育に限らず、教育現場においては、様々な児童
生徒の「困った」行動への対処が求められる。しかし、その
行動が生起している理由は、科学的に根拠のある方法によ
り分析されることもなく、時に教員の経験則に基づき解釈さ
れることが多い。しかし、これにより当該児童生徒の「困っ
た」行動の改善へつなげることは難しい。そこで、本講習で
は応用行動分析学に基づく「困った」行動の理解と対応方法
の検討を行う。

有川　宏幸（教育学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月21日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503468号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】自然科学応用の新展開
（工学）

（前半）本講習では、電子材料・デバイス工学の基礎から太
陽電池、バイオセンサなど最先端の応用事例までを説明す
る。電子材料・電子デバイス工学の基礎から種々応用まで
を説明するため、主な受講対象は小・中・高校教諭とする。
（後半）理系と文系にまたがる建築学全体の概要を説明した
あと、地理や歴史にも関係し、市民生活に密着した都市計
画学の最新事情を新潟の実例を交えて解説する。また、小
中高教育とも連携可能なまちづくり研究についても述べる。

馬場　暁（工学部教授）
岡崎　篤行（工学部教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年8月23日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭（理科・工

業）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503469号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】言語学から見た英語

（前半）コミュニケーションを円滑に行うには場面に応じて的
確に言語表現を使い分ける必要がある。本講習では、英語
母語話者の英語表現の使い分けを考察し、考察結果をどの
ように教室活動に活かすことができるか検討する。
（後半）英語のいくつかの数量表現に焦点を当て、それらを
含む名詞句の意味的性質について考察する。現代言語学
の研究における知見をわかりやすい形で解説し、英文法の
言語学的理解の助けとしたい。

山田　陽子（教育学部准教授）
本間　伸輔（教育学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年8月23日 教諭
中学校教諭（英
語）、高等教諭

（英語）
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503470号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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新潟大学 【選択】情報とものづくり

1人1台端末を活用したプログラミング授業の構築に必要な
基本を身につける。タブレットPCの無線LAN接続確認，ビ
ジュアルプログラミング言語，教育用マイコンボード，協働作
業でのプログラミング等を体験する。小学校プログラミング
教育の内容からはじめ，中学校技術のネットワークを利用し
た双方向性のあるコンテンツのプログラミングまでを扱う。多
くが中学校技術で扱う事例のため，主な受講対象者は中学
校教諭とするが，小学校教諭も受講可能とする。

佐藤　亮一（教育学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月24日 教諭
中学校教諭（技

術）
6,000円 25人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503471号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】化学への誘い（自然に学
ぶ化学・希土類の化学）

（前半）薬は，自然界の動植物に含まれる化学物質，その中
でも特に鏡像異性体といわれる１対の有機化合物を模倣し
て化学合成されるものが多い。身近の薬剤を介して，有機
化学と自然，我々の生活・生命活動と自然が密接に関係し
ていることを学ぶ。
（後半）私たちの生活必需品，携帯電話・ＰＣなど磁石・発光
素子・充電池が入っている製品には希土類・レアメタルが使
用されている。希土類・レアメタルの特異な性質について解
説する。

鎌田　正喜（教育学部教授）
五十嵐　智志（教育学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年8月24日 教諭
中学校教諭（理
科）、高校教諭

（理科）
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503472号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】歌唱法の基礎（歌唱実
践）

音楽の授業では、あらゆる場面で「歌唱」で指導する機会が
あるが、こちらの講習では歌唱実践を通じて必要な能力を
養う。主に独唱曲を取り上げ、発声法に重点を置きながら、
歌い易い日本歌曲やイタリア歌曲等のテキストを用いて、
個々の実践歌唱を行う。歌唱基礎力をアップすることで、指
導法に繋げていく。

鈴木　愛美（教育学部講師） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月24日 教諭
中学校教諭（音
楽）、高校教諭

（音楽）
6,000円 15人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503473号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】社会の学び方（2）

（前半）LGBTについて考える。性的マイノリティ（LGBT、
SOGI）はどのような問題を抱えているのか、性的マイノリティ
の児童・生徒に接する教員にはどのような対応が求められ
るのかについて取り扱う。
（後半）消費者教育論について講義する。内容としては、消
費者教育の必要性および一般的・本質的理解を踏まえたう
えで、小学校から高校までのそれぞれの学校段階における
教育内容と方法を予定している。

小泉　明子（教育学部准教授）
柴田　透（教育学部教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年8月25日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（公民）、特別支

援学校教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503474号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】算数・数学科の教材研究
と学習指導法

（前半）算数・数学教育の目的・目標について、資質・能力
ベースのカリキュラムの意義を捉えた上で、具体的な算数・
数学の教材を「問題解決学習」、「対話」、「活用」といった視
点から考察することによって、教材研究および授業構成につ
いての基礎的理解を図る。
（後半）算数・数学教育は、子ども達一人ひとりが経験の意
味を増加させ、経験を再組織化していくための要となるもの
です。この観点から算数・数学の学習内容と教材の機能に
ついて具体例を基に考察します。

阿部　好貴（大学院教育実践学研究科准教授）
垣水　修（大学院教育実践学研究科教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年8月25日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（数学）

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503475号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】英語文学の世界

（前半）シェイクスピアの戯曲から名場面を抜粋して講読す
る。現代英語との違いも確認しながら、その魅力的で力強い
台詞が持つ詩的な豊かさを鑑賞したい。
（後半）19世紀のアメリカ人作家エドガー・アラン・ポーの作
品に対する造詣を深める一方、中学校・高等学校の授業に
おける文学テクストの効果的な活用の仕方を探ります。

辻　照彦（教育学部教授）
平野　幸彦（人文学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年8月25日 教諭
中学校教諭（英
語）、高校教諭

（英語）
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503476号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟大学
【選択】公衆衛生学の視点と保健
の授業づくり

本講習では，わが国の衛生を取り巻く社会状況と保健医療
の概要，近年の動向などについて解説するとともに，学校教
員に必要な「健康」の多面的な理解を，公衆衛生に関するい
くつかのトピック（生活習慣病，感染症，こころの健康，妊娠・
出産など）を取り上げ議論することにより深める。また，子ど
もたちの主体的な学びを引き出す保健の授業づくりについ
て検討する。

田中　誠二（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月26日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭（保健

体育）、養護教諭
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503477号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】特別支援教育の基礎理
論－特性に応じた対応

小中高等学校の通常学級における特別支援教育につい
て、具体的な事解をまじえて解説する。具体的には、発達障
害や二次障害のある児童生徒とその関連領域（いじめ、不
登校、虐待、非行）への対応を扱う。

長澤　正樹（大学院教育実践学研究科教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月28日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503478号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】社会の学び方（3）

地理の基礎となる地形図の読み取り（距離・方位・緯度経
度）等について確認するとともに、主題図の作成方法や（パ
ソコンを用いない）簡単な地理解析の基礎を学ぶ。
また、日本の地理教育の歴史的展開をふり返りつつ、学習
者を主権者として育てる深い学びを実現する地理学習およ
び、地域課題の解決をめざすカリキュラムや授業のあり方と
実際について考察する。

釜本　健司（教育学部准教授）
北村　繁（教育学部教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年8月29日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（地歴）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503479号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】身体運動機能の測定と評
価

跳ぶ、走る、バランスを保つなど運動機能を評価すること
は、生徒の個性を伸ばす体育指導法に関連します。本講習
では、これら運動機能に関わる項目を、従来の体力測定と
は違った視点から捉え、指導現場で活用できる手法を学ぶ
ことを目的とします。

村山　敏夫（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月29日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（保健

体育）、高校教諭
（保健体育）

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503480号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】英語科の教材研究と学習
指導法・評価法Ａ

日本の小学校・中学校・高等学校の英語教科書や教材を分
析し，その背後にある学習指導要領の指導法及び児童指
導要録・生徒指導要録の評価法との関係を明らかにする。
日本の学校英語教育の教材・学習指導法・評価法の諸課題
を，世界の外国語教育や言語習得理論などの動向に照らし
て考察することも行う。本講習の主な受講対象者は中高の
英語教諭とする。小学校の教材・指導法・評価法等は「小中
の接続」の観点から検討する。

松澤　伸二（教育学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月29日 教諭
中学校教諭（英
語）、高校教諭

（英語）
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503481号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】自然科学の新展開―鳥イ
ンフルエンザとBSE、微生物の代
謝と応用微生物学―

鳥インフルエンザとBSE： 動物の感染性疾病の中で、ヒトに
も感染しうる人獣共通感染症（ズーノーシス）が存在します。
本講義では、鳥インフルエンザと牛海綿状脳症（BSE）のヒト
への感染メカニズムとその防疫について、最新の知見をわ
かりやすく解説します。
微生物の代謝と応用微生物学：日本人は、醸造などにおい
て微生物を利用してきました。これは微生物の多様な代謝
能力に基づくもので、現在も研究が行われています。微生
物の代謝、応用微生物学の歴史と最新研究について解説し
ます。

杉山　稔恵（農学部教授）
杉本　華幸（農学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年7月21日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理

科）、高校教諭
（理科・農業）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503482号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】数理の世界A

（前半）統計学は近年の数学教育において注目されるように
なってきている。本講習は，中学・高校で学ぶ統計学のやや
発展的な題材を学ぶことで，統計学の考え方を身に着け，
統計学の有用性を実感してもらうことを目的とする。
（後半）多項式イデアルのグレブナー基底を求める手順
（ブッフベルガーのアルゴリズム）と多項式系の連立方程式
の解法（グレブナー基底の消去理論）について紹介する。

伏木　忠義（教育学部准教授）
張間　忠人（教育学部教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年7月24日 教諭
中学校教諭（数
学）、高校教諭

（数学）
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503483号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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新潟大学
【選択】情報を読み解くNIEの考え
方と実際

新聞をはじめとする様々な情報媒体を読み解く教育の考え
方について，歴史的展開をふり返りつつ捉えるとともに，
様々な学校段階での事例を取りあげ，今後のNIE教育の方
向性やあり方を考察する。
　各学校段階の新聞を活用する授業の課題に応える教育に
おける新聞活用の方法や教材について，ワークショップを行
い，受講者の実践的課題に対応する視点について考察す
る。

釜本　健司（教育学部准教授）
後藤　一雄（教育・学生支援機構教職支援セン
ター特任教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年7月25日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503484号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】体育授業の心理学

行動の始発、方向性、再現や継続を説明する概念が動機づ
けである。講義では、体育授業における児童・生徒の学習
行動やその他の行動について、動機づけの観点から考察す
る。動機づけによる行動の説明、内発的動機づけにおける
有能感、自己決定、関係性それぞれへの欲求とその充足、
課題達成志向か自我志向かという達成目標志向性、環境
要因としての動機づけ雰囲気の行動への影響などが主な内
容である。

森　恭（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年7月27日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（保健

体育）、高校教諭
（保健体育）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503485号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】健康で快適な衣生活と食
生活

健康で快適な衣生活および食生活の営みに必要な次の事
項を教示する。【衣生活】①人体の体温調節に応じた衣服、
②皮膚の生理機能を促進する（抑制しない）衣服、③活動促
進する（抑制しない）衣服、④ヒトを危害から防護する衣服、
について述べる。【食生活】①食生活の現状と食育、②食品
の機能と調理、③食品の品質と食品表示、について述べ
る。

中村　和吉（教育学部准教授）
山口　智子（教育学部准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年7月31日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（家

庭）、高校教諭
（家庭）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503486号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】特別支援教育の基礎理
論－通常学級

小中高等学校の通常学級における特別支援教育につい
て、具体的な事解をまじえて解説する。具体的には、学習の
ユニバーサルデザイン、生徒指導におけるユニバーサルプ
ログラムと段階的な対応である。校内支援体制についても
扱う。

長澤　正樹（大学院教育実践学研究科教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月3日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503487号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】外国につながりのある児
童生徒の学習支援

学校現場では、外国人児童生徒だけではなく日本国籍で
あっても日本語が母語ではない児童生徒が増加している。
本講習では、現場で対応されている先生方を対象に現場の
悩み及びその解決方法について探る。具体的には、豊富な
経験を持つ教育実践者をゲストに迎え共に学び合う機会を
設ける。さらに、外国につながる子どもたちに有効な学習支
援や日本語でのコミュニケーション方法について講習を行
う。

池田　英喜（教育・学生支援機構コモンリテラ
シーセンター准教授）
足立　祐子（教育・学生支援機構コモンリテラ
シーセンター准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年8月4日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503488号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】社会の学び方（1）

本講習では，地理学の研究成果を踏まえながら，現代の都
市や農山漁村で生じている特徴的な現象について理解を深
める。また，地理学における地域区分に関する考えた方を
学んだうえで，地図や統計，資料，フィールドワーク等をもと
に，そうした特徴的な現象を具体的に調査・分析・考察する
方法を体験的に習得する。その一環で，講習中盤には屋外
での活動（巡検・まちあるき等．悪天候時は屋内での作業で
代替予定）を予定している。

前田　洋介（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（地歴）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503489号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】英語音声・文字指導の理
論と実践

最近の第二言語習得理論や、神経言語学の領域における
研究成果について概観した後、日本語・英語間の音声シス
テムの違い、および正書法（音声と表記の対応関係）の違い
について比較検討し、そうした違いが、とりわけ初期段階の
英語習得にもたらす影響について考察する。その上で、読
み書き障がいや書字障がいなどの学習障がいに関わる内
容も取り上げ、特別支援やユニバーサルデザインの視点を
取り入れた指導法について紹介する。

加藤　茂夫（教育学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月8日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（英

語）、高校教諭
（英語）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503490号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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対象職

種
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新潟大学 【選択】話しことばと書きことば

ことばには「話しことば」と「書きことば」の２種類がある。この
２つはほぼ相補（補完）の関係にあるが、そのことはほとん
ど認識されていないのが現状である。本講習では、ことばの
機能やことばを獲得する過程を理解した上で、明治期を中
心に行われた「言文一致運動」の意義などをふまえて、総合
的に「話しことば」と「書きことば」の分析・検討を行う。最終
的には、国語科における「話すこと・聞くこと」指導のあり方
についての提言を行う。

鈴木　恵（教育学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月10日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国

語）、高校教諭
（国語）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503491号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】薬物乱用防止（喫煙防止
を例に）/感染症の基礎知識

1）薬物乱用防止（喫煙防止を例に）：薬物乱用防止につい
て，門戸開放薬物（ゲートウエイドラッグ）とされる喫煙を例
に児童・生徒にとってわかりやすい学習方法を実例を通して
検討する。
2）感染症の基礎知識：感染と発症・発病の違い，主な病原
体の種類と感染経路，予防方法について学習するとともに，
適切な対策について検討する。

関　奈緒（大学院保健学研究科教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月17日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503492号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】養護教諭が行う児童生徒
のケア

養護教諭が行う児童生徒への身体的・精神的ケアについ
て、受講者が実践しているケアの内容や課題から、対象に
応じたケアのあり方を考察する。特に、多様な目的に活用で
きる、意図的タッチと軽擦法を用いたマッサージ、腰背部温
罨法については、根拠をもとに解説するとともに、一部演習
を通してより良い方法を検討する。さらに、近年「折れない
心」として注目されているレジリエンスについて解説し、養護
教諭の活動への適用について検討する。

柏　美智（大学院保健学研究科助教） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月18日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503493号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】災害・救急医療と救急処
置

学童期の児童においては成人と同様の病態，疾患が生じ
る。その一方，成人期以降ではあまりみられない病態，疾患
も少なからず経験される。本講習では，学童期児童の生理
学的特質や全身状態を把握するための基本的事項等の総
論的事項，この時期の児童においてしばしば経験される病
態，疾患のうち，外科領域における各論的事項　－急性腹
部症状・疾患，外傷等－　を中心に概説するほか，災害時
の際も含めて救急・救命処置を要するさまざまな病態につい
て解説する。

小山　諭（大学院保健学研究科教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月19日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503494号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】国語科と詩歌の関係につ
いて

言葉は言葉である限り、ある【未知の事象】に直面した一人
の人が、これを【既知の言葉】で言い表すのではウソになる
と気づき、【未知の事象】を正確に言い表す言葉を宛がった
とき、はじめてこの世（人間世界）に誕生したと考えるしかあ
りません。国語科で詩歌を学ぶことの第一義的な意義、目
的は？となると、酸化（俗化、慣用化）した言葉を誕生時の
純粋な言葉に還元することを措いてほかにないのではない
でしょうか。

先田　進（放送大学　客員教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月20日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国

語）、高校教諭
（国語）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503495号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】アントレプレナーシップの
研究と教育実装について

現在、幅広い分野において「アントレプレナーシップ（起業家
精神・企業家精神）」を有する人材の育成が重視されつつあ
る。アントレプレナーシップは狭い意味での「起業家」がもつ
意思決定プロセスを指すだけでなく、特定の問題に対する
革新的な解決策を探究する上での「自己（認知・思考・行動
のパターン）のあり方」を指すものであり、その適用範囲は
広い。本講習では、アントレプレナーシップに関する研究が
蓄積してきた知見に関して、それを教育実装することを念頭
に置きながら、事例を交えて紹介する。

伊藤　龍史（経済科学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月21日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（公民）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503496号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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対象職

種
主な受講対象者

新潟大学
【選択】体のサポート－お口の健
康から元気で長生き－

学童期における歯科疾患の中で、特に有病率の高いのは、
う蝕（むし歯）および歯周疾患である。この２大疾患について
新潟県の現状を分析する。さらに、学童期における歯科疾
患の予防体系について学ぶと共に、学校現場への応用法
について検討する。また、成人期から高齢期も含め歯・口腔
に関連する体の健康についても整理する。

葭原　明弘（大学院医歯学総合研究科教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月22日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503497号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】漢詩教材の魅力と可能性

漢詩教材の中でも、李白・杜甫に代表される唐代の詩は、
中・高等学校の国語教科書における定番であり、一部は小
学校の国語教科書にも収録されている。そこで本講習で
は、現行教科書において採用率の高い唐詩を主に扱い、基
本事項と作品鑑賞の視点について説明を行った上で、更に
学習者の理解と関心を深めうる関連作品を紹介する。併せ
て、新学習指導要領に対応した「深い学び」に繋がる授業展
開についても、例示を行う予定である。

角谷　聰（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月24日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国

語）、高校教諭
（国語）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503498号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学

【選択】憲法と主権者教育の実際
――大学生による中学生のため
の模擬国会の実践例とオンライ
ン模擬国会の試み――

本講習では、普通教育で学ぶべき憲法の骨子を確認すると
ともに、その教育方法の一つとして中学生を対象とした模擬
国会の実践例を扱う。もって、中学校段階における主権者
教育の実践方法について考究する。このため、主な対象者
は中学校教諭（社会科）となるが、主権者教育を眼前の課
題とする高校教諭や第6学年を担当する小学校教諭、その
他、主権者教育に関心のある教員は受講可能である。

栗田　佳泰（法学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月25日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社

会）、高校教諭
（社会）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503499号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】教育の方法と技術

主体的，対話的で深い学びにせまるために具体的に学習者
が何を考えれば良いのか，そのための学習と評価の方法に
はどのようなものがあるのかについて，思考スキル，シンキ
ングツール，ファシリテーション，ICT活用など最新の具体例
と理論的背景について，eラーニングで学習します。対面授
業では各現場でそれらを活用した学びの可能性と課題にせ
まります。
この講義はインターネットによる視聴，フォーラム投稿，レ
ポート作成等(6月25日～8月20日)と併せて対面授業を受講
し認定試験に合格することにより修了（履修）認定が行われ
ます。

後藤　康志（教育・学生支援機構教職支援セン
ター准教授）

新潟県新潟市 18時間 令和3年8月26日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭または

高校教諭
18,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503500号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】数理・データサイエンスの
基礎

これからの高度情報社会においては，広範囲かつ目的に整
合したデータの取得を前提として，それらのデータに内在す
る本質的構造を見極め，数理的思考に基づいて解析・問題
解決を行う能力，データサイエンスを活用して新たな価値を
生み出し，有用なシステム構築につなげる能力が求められ
ています。本講義では，膨大なデータを適切に処理すること
が様々な分野で求められていること，及びデータサイエンス
の基礎について説明します。

山田　修司（理学部教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月28日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503501号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】特別支援教育とコミュニ
ケーション

言語獲得と発達段階を踏まえたうえで、発達障害を含めた
子どもの言語・コミュニケーション支援について概説し、「こと
ばを伸ばすための支援」について具体例等も挙げながら考
える。

入山　満恵子（教育学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年8月29日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503502号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】教室のコミュニケーション
からみた子どもの学び

教室におけるコミュニケーションの特徴から子どもの学習過
程を捉える視点を、心理学に基づく理論的・実践的研究の
知見を踏まえて学ぶ。あわせて、子どもの学習を支援する
教師の役割を、教室におけるコミュニケーションに着目して
考える。

一柳　智紀（大学院教育実践学研究科准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年10月10日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 30人
令和3年8月17日～
令和3年8月31日

令03-
10036-
503503号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/
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新潟大学
【選択】今日的課題を捉えた特別
支援教育

特別支援教育では、一人一人の教育的ニーズを把握し、児
童生徒が、生活や学習上の困難の改善・克服を目指し、意
欲をもって取り組む効果的な指導・支援の在り方が求められ
ている。特別支援教育の現状と課題や特別支援学校・通級
指導教室における授業の実際、進路指導の取組などの情
報を共有しながら、特別支援教育を行う教員としての心構え
や指導・支援の実際について研修を行う。

水谷　武（附属特別支援学校校長）
廣川　豊士（附属特別支援学校教頭）

新潟県新潟市 6時間 令和3年7月27日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503504号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】協働的な学ぶ授業づくり

中教審初中分科会の中間まとめで協働的な学びの実現が
「令和の日本型教育」として示された。当校では以前から子
供相互の関わりによる協働的な学びを重視してきた。この度
の講習では，協働的な学びを授業において実現するポイン
トを授業実践を通して示す。実際の単元及び授業における
教師の働き掛けと子供の様子を説明する。また，タブレット
端末を活用した実践についても説明する。

山田　浩之（附属新潟小学校校長） 新潟県新潟市 6時間 令和3年7月28日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503505号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】資質・能力を育成する授
業

　生徒の資質・能力を育成するために大切にしていきたい考
え方を踏まえて，附属新潟中学校での授業実践を紹介す
る。さらに，資質・能力を育成する授業づくりの視点や考え
方を紹介する。主な受講対象者は，小・中学校教諭とする。

皆川　宏志（附属新潟中学校校長） 新潟県新潟市 6時間 令和3年7月29日 教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503506号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学 【選択】健康教育（幼児期含む）

保健行動変容の理論モデルにおける、要因分析と実施プロ
グラム作成には、教師 (専門家)が指導し、幼児・児童・生徒
（対象者）が学ぶ指導型でなく、専門家が対象者の能力を引
き出し、自己効力感を高め、問題解決や自己決定能力獲得
への支援が必要性である。また、幼児教育において着目さ
れる「非認知能力」の意欲、自信、自制などは保健行動と深
い関連があり、幼児期における健康教育の重要性について
わかりやすく解説する。

笠井　直美（教育学部教授） 新潟県長岡市 6時間 令和3年8月4日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校

教諭、養護教諭、
幼稚園教諭

6,000円 25人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503507号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】現代教育における協働型
学習の展開

新学習指導要領では、資質・能力の育成が求められてい
る。本講習では、学校教育における資質・能力ベースの学
び意義を確認し、附属長岡校園で行われている主体的・対
話的で深い学びの授業づくりの理論と実践を紹介する。ま
た、授業の中での資質・能力のはぐくみと見取り方について
も触れていく。

髙橋　喜一郎（附属長岡小学校校長） 新潟県長岡市 6時間 令和3年8月5日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 25人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503508号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学
【選択】深い学びを促す学習指
導：資質・能力に注目して

現代教育では、主体的・対話的で深い学びを通して質の高
い学びを実現し、資質・能力を身に付けることが求められて
る。本講習では、附属長岡校園で行われている三つの資
質・能力に着目した学び（＝統合的な学び）を例に、「主体的
な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」をいかにして実現す
ればよいかを、中学校国語科、中学校数学科の実例を元に
学ぶ。

柳沢　学（附属長岡中学校校長） 新潟県長岡市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 25人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
10036-
503509号

025-262-7103
https://www.niigata-
u.ac.jp/

上越教育大学
【選択】特別支援教育の基本的
理解（困難の改善･克服に向けた
指導･支援）

本講習では，はじめに特別支援教育やインクルーシブな教
育の概念及び推進状況並びに課題等について概説する。ま
た，特別な支援が必要な子どもたちが有する学習上や生活
上の困難とその改善・克服に関する基本的な考え方を論述
する。その上で，個々の困難の改善・克服に向けた個別の
指導計画等の作成・活用及び指導上の配慮（合理的配慮）
の設定等について，演習を行いながら理解が深められるよ
うにする。

笠原　芳隆（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 6時間 令和3年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭,小学
校教諭,中学校教
諭,高等学校教諭,
特別支援学校教
諭,養護教諭,栄養

教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504903号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

上越教育大学 【選択】性の多様性の理解と対応

性の多様性に関する適切な理解を深め，児童生徒の理解と
対応に必要となることを学びます。加えて，教育現場での
“異性愛”や男性-女性の2区分を前提とした教育の課題とと
もに，教育者自身の性の多様な状態に対する感情と関連要
因の理解と課題も考えることを行います。教育現場で求めら
れている対応と実際，状態を話してくれた時の対応も一緒に
考えてみたいと思います。

五十嵐　透子（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 6時間 令和3年8月4日
教諭

養護教
諭

小学校教諭,中学
校教諭,高等学校
教諭,特別支援学
校教諭,養護教諭

向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504904号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】学校におけるポジティブ
行動支援と教育相談

本講習では，児童生徒の指導・支援を効果的に行うための
方法として，ポジティブ行動支援（PBS）を扱う。PBSでは，児
童生徒の適応的な行動を増やすために，環境調整をした
り，積極的に児童生徒に働きかける。講習では実践例を中
心にPBSを概説をする。その後演習形式で参加者自身が学
校で実践するための計画立案を行う。また教育相談やPBS
を実践する中で，児童生徒と対話する際のポイントについて
も解説する。

宮崎　球一（大学院学校教育研究科助教） 新潟県上越市 6時間 令和3年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭,中学
校教諭,特別支援
学校教諭,養護教
諭,栄養教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504905号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】小学校国語科における授
業づくりと教材研究

本講習では，国語科教育の理論と実践それぞれについての
再確認を行いながら，小学校国語科においてどのように授
業をデザインし，話し聞く・書く・読むに関する教材研究を進
めればよいかについて事例をもとに概説します。また，新学
習指導要領の内容と合わせ，最近の教育動向とともに，書
写指導の今日的なあり方について理解を深めます。

迎　勝彦（大学院学校教育研究科教授）
押木　秀樹（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市 6時間 令和3年8月3日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504906号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学 【選択】理科教材
中学校理科に関する教材について，次の講習をする。１）天
文領域の教材２）生物領域の教材３）化学領域の教材（比色
分析）４）物理領域の教材

谷　友和（大学院学校教育研究科准教授）
濤﨑　智佳（大学院学校教育研究科教授）
下村　博志（大学院学校教育研究科准教授）
小川　佳宏（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市 6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校（理科）教

諭向け
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月6日

令03-
10038-
504907号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】理科教育学研究（理科の
評価論，新学習指導要領に対応
した授業論）

午前中の授業は，形成的評価を取り入れた理科授業の作り
方について，基礎的な内容を，受講者の皆さんと検討しま
す。午後の授業は，理科教育学の基礎理論や，学習指導要
領改訂の動向に基づき，資質・能力を育むための理科授業
を設計・実施する際の留意点について考察するとともに，実
践的指導力の向上を図ることを目的とします。

古屋　光一（大学院学校教育研究科教授）
山田　貴之（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県上越市 6時間 令和3年8月5日 教諭
小学校教諭,中学
校（理科）教諭向

け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月6日

令03-
10038-
504908号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】「技術とものづくり」と「電
子回路と制御」に関する指導と教
材開発

「技術とものづくり」と「電子回路と制御」教育における生徒
の意欲を高める学習指導について，近年の知見などを含め
て考察する。特に，「技術とものづくり」と「電子回路と制御」
教育の教材開発に関する基礎的知識と，教材を用いた指導
を構想するための基礎的知識の理解を目標とする。

東原　貴志（大学院学校教育研究科准教授）
岡島　佑介（大学院学校教育研究科助教）

新潟県上越市 6時間 令和3年8月2日 教諭
小学校教諭,中学
校（技術科）教諭

向け
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月6日

令03-
10038-
504909号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】音楽科の教材研究と指導
法Ａ（教科の指導法）

午前は，音楽の授業づくりについて，身体表現活動や鑑賞
に焦点をあてた活動，新学習指導要領と授業構成の理論と
支援を要する児童生徒を含む具体的な実践方法について
学ぶ。午後は，授業においての「音楽づくり」の意義を考え
たうえで,いくつか例を挙げながら，具体的な授業の展開方
法について提示する。また、教師が今持っている音感，読譜
能力を授業中に有効に活かすための方法を経験的に学
ぶ。

尾﨑　祐司（大学院学校教育研究科准教授）
時得　紀子（大学院学校教育研究科教授）
阿部　亮太郎（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市 6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校教諭,中学
校（音楽科）教諭,
高等学校（音楽
科）教諭,特別支
援学校教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504910号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

上越教育大学
【選択】音楽科の教材研究と指導
法Ｂ（独唱，ピアノ，指揮の実技）

独唱・ピアノ・指揮の実践を通して，教育現場で生かすため
の実技力を高める。独唱・ピアノは，それぞれ受講者が事前
に用意してきた作品を扱う。なお，ピアノは歌曲や合唱曲の
伴奏でも受講可能とする。指揮については，ピアノに向かっ
て指揮することで，合奏や合唱を指揮する際にみられる諸
問題を具体的に取り上げる。なお，独唱・ピアノは順次，個
人及びグループ単位で講習を行う。

長谷川　正規（大学院学校教育研究科准教授）
平野　俊介（大学院学校教育研究科教授）
上野　正人（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校教諭,中学
校（音楽科）教諭,
高等学校（音楽
科）教諭,特別支
援学校教諭向け

6,000円 20人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504911号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】音楽科の教材研究と指導
法Ｃ（日本の伝統音楽・諸民族の
音楽）

学校音楽教育の近年の動向を踏まえ，本講習では，日本の
伝統音楽や，いわゆる諸民族の音楽の指導に関する講義
及び演習を行う。まず，日本の伝統音楽および諸民族の音
楽を指導することの意義とその指導のあり方について総説
し（簡単な実技実習を交える），その後，主に筝を用いて，和
楽器の特性や奏法および表現法について，実技演習を行
う。伝統的な歌唱についても，地歌を例に，奏法および表現
法，楽器演奏との関わりなどを扱う。

玉村　恭（大学院学校教育研究科准教授） 新潟県上越市 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校教諭,中学
校（音楽科）教諭,
高等学校（音楽
科）教諭,特別支
援学校教諭向け

6,000円 20人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504912号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】美術教育の教材と指導法
（表現と鑑賞）

主に，以下の内容で行います。講義のほかに，材料に触れ
たり，作品を見たりしながら，表現や鑑賞の教材開発につな
がる活動を行います。１.美術教育の概要と図画工作科教育
の特徴（学習指導要領を含む）２.話したり，描いたりすること
を通した作品鑑賞（絵巻物を使って）３.手や体全体の感覚を
働かせながら，見方・考え方を共有していく題材について４.
認定試験

五十嵐　史帆（大学院学校教育研究科教授）
洞谷　亜里佐（大学院学校教育研究科教授）
松尾　大介（大学院学校教育研究科准教授）

新潟県上越市 6時間 令和3年8月4日 教諭

幼稚園教諭，小
学校教諭，中学
校（美術科）教

諭，特別支援学
校教諭向け

6,000円 15人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504913号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】絵画・立体表現について
の教材と指導法

造形芸術と美術教育の動向を踏まえ，小学校図画工作科・
中学校美術科および高等学校美術・工芸の授業づくりのも
とになる教材研究，実技指導などについて実践的に解説す
る。人体描写を通した絵画表現の拡大と素材研究を始めと
し，平面デザインを主体とした構成演習や，粘土を用いた活
動により，実技指導における観点を確認していく。制作を通
して実感したそれぞれの考えを合評会で共有する。

伊藤　将和（大学院学校教育研究科准教授）
安部　泰（大学院学校教育研究科准教授）
兪　期天（大学院学校教育研究科講師）

新潟県上越市 6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校教諭,中学
校（美術科）教諭,
高等学校（美術

科及び工芸科）教
諭向け

6,000円 15人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504914号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】中学校・高等学校国語科
の音声言語表現活動をとり入れ
た授業デザイン

国語科授業における言語活動の充実を目指し，本講習では
音声言語表現活動の理論と実践を学びます。受講者は音
声言語表現活動である群読，ディベートなどを実践し，自ら
の活動を理論とともにふりかえることで，学習者の将来に生
きる「社会に開かれた」国語科授業デザイン作りを体験しま
す。主に古典作品を扱うので，「中学校，高等学校国語科」
としていますが，古典作品に興味がある小学校の先生の参
加も可能です。

片桐　史裕（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 6時間 令和3年8月3日 教諭

小学校教諭,中学
校（国語科）教諭,
高等学校（国語
科）教諭向け

6,000円 15人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504915号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】育てる生徒指導を支える
学校教育相談の理論と実践

生徒指導提要に基づく生徒指導について，学校教育相談の
視点から演習を交えて読み解いていきます。演習の方法に
ついては，主として集団心理教育(構成的グループエンカウ
ンターなど)の手法を取り入れたグループ・ワークないしディ
スカッションを行います。

稲垣　応顕（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 6時間 令和3年8月5日
教諭

養護教
諭

小学校教諭,中学
校教諭,高等学校
教諭,養護教諭向

け

6,000円 20人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504916号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】集団づくりにおける特別
活動の活用

特別活動の領域（学級活動，児童会・生徒会活動・学校行
事，（クラブ活動））における活動内容について概説を行う。
また，それを踏まえて，教育実践における集団づくりへの活
用を図るための活動の実際の様子や活動を行う際の悩み
等について，事例をもとにしながら授業を行う。

高橋　知己（大学院学校教育研究科教授） 新潟県上越市 6時間 令和3年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭,小学
校教諭,中学校教
諭,高等学校教諭,
特別支援学校教
諭,養護教諭,栄養

教諭向け

6,000円 150人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504917号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

上越教育大学
【選択】特別支援教育の基本的
理解（困難の改善･克服に向けた
指導･支援）

（オンデマンド型）本講習では，はじめに特別支援教育やイ
ンクルーシブな教育の概念及び推進状況並びに課題等に
ついて概説する。また，特別な支援が必要な子どもたちが
有する学習上や生活上の困難とその改善・克服に関する基
本的な考え方を論述する。その上で，個々の困難の改善・
克服に向けた個別の指導計画等の作成・活用及び指導上
の配慮（合理的配慮）の設定等について，理解が深められ
るようにする。

笠原　芳隆（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7月15日～
令和3年9月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭,小学
校教諭,中学校教
諭,高等学校教諭,
特別支援学校教
諭,養護教諭,栄養

教諭向け

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504918号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】視覚障害のある子供の理
解と教育・支援

（オンデマンド型）まず初めに,視覚障害の生理,心理,病理に
関する基礎的知見を整理し，視覚障害児及び視覚・重複障
害児の様相について理解する。次に,これらの子ども達への
視覚障害や重複障害の有無に応じたきめ細やかな指導・支
援について,具体的内容と方法について学んでいく。

佐藤　将朗（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7月15日～
令和3年9月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭,小学
校教諭,中学校教
諭,高等学校教諭,
特別支援学校教
諭,養護教諭,栄養

教諭向け

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504919号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学 【選択】学校における食育の推進

（オンデマンド型）学校における食育の重要性が高まり，そ
の中核となる栄養教諭の資質の向上が求められている。本
講習では「学校における食育の推進」「食に関する指導に係
る全体計画」「各教科等における食に関する指導の展開」
「給食の時間における食に関する指導」「個別的な相談指導
の進め方」について最新の情報を提供するとともに，先進的
な取り組み事例を学ぶことで，学校現場で活かせる食育に
関する知識・技術を習得することを目的とする。

野口　孝則（大学院学校教育研究科教授） インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和3年9月8日

栄養教
諭

栄養教諭 6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504920号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】学校・家庭・地域が連携し
た食育の推進

（オンデマンド型）学校における食育の重要性が高まり，そ
の中核となる栄養教諭の資質の向上が求められている。本
講習では「食の生産・加工・流通・消費」「食を通じた国際理
解と和食の文化」「第４次食育推進基本計画」「地域との連
携の進め方」「家庭との連携の進め方」について最新の情報
を提供するとともに，先進的な取り組み事例を学ぶことで栄
養教諭として学校現場で活かせる知識・技術を習得すること
を目的とする。

野口　孝則（大学院学校教育研究科教授） インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和3年9月8日

栄養教
諭

栄養教諭 6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504921号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】学校における食育実践の
評価と改善

（オンデマンド型）学校における食育の重要性が高まり，そ
の中核となる栄養教諭の資質の向上が求められている。本
講習では「学校給食管理と食に関する指導の効果的な進め
方」「食育評価の対象・指標・手法」「食育の評価の具体例」
「食育の評価から改善」「栄養教諭による食育実践成果の表
現」などに関する先進的な事例を学び，栄養教諭として学校
現場で活かせる知識・技術を習得することを目的とする。

野口　孝則（大学院学校教育研究科教授） インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和3年9月8日

栄養教
諭

栄養教諭 6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504922号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学 【選択】英語音声学

（オンデマンド型）本講習では英語の発音について学びま
す。まず英語の子音と母音の発音記号・発音方法を確認し
ます。例えば right の /ɹ/ やthink の /θ/ といった音は日
本語には存在しません。その後，ここでの議論を念頭に方
言による発音の差異について学びます。例えば lot の母音
はイギリスとアメリカで発音が大きく異なっています。最後に
英語の強勢とリズムを扱います。

橋本　大樹（大学院学校教育研究科助教） インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和3年9月8日

教諭

小学校教諭,中学
校（英語科）教諭,
高等学校（英語
科）教諭向け

6,000円 20人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504923号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】現代社会の諸課題：公民
的領域から

（オンデマンド型）現代社会の諸課題について，法学・経済
学・宗教学に関する近年の学術的研究成果を踏まえて概説
し，社会科の背景や前提にある現代社会に関する認識を高
めることを目標とする。個別テーマとして①立憲主義と民主
主義，②経済と経済学，③現代社会と宗教文化に関する諸
問題を設定している。

小島　伸之（大学院学校教育研究科教授）
吉田　昌幸（大学院学校教育研究科准教授）
塚田　穂高（大学院学校教育研究科助教）

インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和3年9月8日

教諭

小学校教諭,中学
校（社会科）教諭,
高等学校（公民
科）教諭,特別支
援学校教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504924号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

上越教育大学 【選択】社会科教育指導法

（オンデマンド型）社会科実践研究のための具体的な理解が
えられることを目標とする。そのために，まず，地理，歴史，
公民の教材を事例として小・中学校社会科及び高等学校地
理歴史科，公民科の内容について実践的検討を行い，次
に，授業分析を通してその指導のあり方について検討する。

中平　一義（大学院学校教育研究科准教授）
志村　喬（大学院学校教育研究科教授）
茨木　智志（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7月15日～
令和3年9月8日

教諭

小学校教諭,中学
校（社会科）教諭,
高等学校（地理
歴史科・公民科）
教諭,特別支援学

校教諭向け

6,000円 60人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504925号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学 【選択】地理学・歴史学

（オンデマンド型）社会科の教科内容の専門的な理解を深め
るために，自然地理学と教材開発，地誌学と教材開発，日
本史研究と教材開発，世界史研究と教材開発についてオン
デマンド方式で講義する。

下里　俊行（大学院学校教育研究科教授）
山縣　耕太郎（大学院学校教育研究科教授）
橋本　暁子（大学院学校教育研究科准教授）
浅倉　有子（大学院学校教育研究科教授）

インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和3年9月8日

教諭

小学校教諭,中学
校（社会科）教諭,
高等学校（地理

歴史科）教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504926号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】数と図形に関する基礎教
養

（オンデマンド型）中学校及び高等学校で学習する内容の背
景となる数学の理解を図る。前半は，ユークリッドの互除法
について解説する。応用として，対称な有限連分数と2つの
平方数の和についても解説する。後半は，ユークリッド幾何
学を公理論的立場から見つめ直すとともに，平面の合同変
換について解説する。

中川　仁（大学院学校教育研究科教授）
斎藤　敏夫（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7月15日～
令和3年9月8日

教諭

中学校（数学科）
教諭,高等学校

（数学科）教諭向
け

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504927号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】「情報とプログラミング」教
育に関する指導と教材開発

（オンデマンド型）「情報とプログラミング」教育における生徒
の意欲を高める学習指導について，近年の知見などを含め
て考察する。情報とプログラミング教育について，教材開発
に関する基礎的知識と，教材を用いた指導を構想するため
の基礎的知識の理解を目標とする。本講習では，小学校・
中学校（技術）で行われる「情報とプログラミング教育」を取
り上げる。

大森　康正（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7月15日～
令和3年9月8日

教諭
小学校教諭,中学
校（技術科）教諭

向け
6,000円 60人

令和3年4月16日～
令和3年5月6日

令03-
10038-
504928号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学 【選択】教育評価の基礎講座

（オンデマンド型）教育評価の基礎的内容を日常の学校生
活の学習場面と生活場面を取り上げて具体的に解説する。
また学習評価は領域準拠評価と標準準拠評価について観
点別評価の観点から考えていく。後半にはルーブリックの意
義と活用方法について深め，実際にルーブリックの作成を
通して，運用方法や活用方法について理解を深めていく。

岡田　広示（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7月15日～
令和3年9月8日

教諭
養護教

諭

小学校教諭,中学
校教諭,養護教諭

向け
6,000円 60人

令和3年4月16日～
令和3年5月6日

令03-
10038-
504929号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】言語・コミュニケーション障
害のある子どもの理解と支援

（オンデマンド型）本講義では，構音障害，吃音，言語発達
遅滞等による学習上又は生活上の困難のある幼児児童生
徒を対象とした教育において必要とされる，心理，生理，教
育課程，自立活動の指導について概説する。さらに通級に
よる指導で課題となっている発達障害等複数の障害を併せ
有する言語障害のある幼児児童生徒の指導，教師・保護
者・関連機関等との連携について，基礎的な知識の習得を
目指す。

藤井　和子（大学院学校教育研究科教授） インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和3年9月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭,小学
校教諭,中学校教
諭,高等学校教諭,
特別支援学校教
諭,養護教諭,栄養

教諭向け

6,000円 60人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504930号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】発達障害のある児童生徒
の理解と支援

（オンデマンド型）本講座では，発達障害（自閉スペクトラム
症，注意欠如・多動症，限局性学習症等）の定義と概念，心
理特性に関する基礎的知識について概説する。また，通常
の学級に在籍する発達障害のある児童生徒に対する個別
支援，及び学級全体への支援について，理解が深められる
ようにする。

岩本　佳世（大学院学校教育研究科助教） インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和3年9月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭,小学
校教諭,中学校教
諭,高等学校教諭,
特別支援学校教
諭,養護教諭,栄養

教諭向け

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504931号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

上越教育大学
【選択】集団づくりにおける特別
活動の活用

（オンデマンド型）特別活動の領域（学級活動，児童会・生徒
会活動・学校行事，（クラブ活動））における活動内容につい
て概説を行う。また，それを踏まえて，教育実践における集
団づくりへの活用を図るための活動の実際の様子や活動を
行う際の悩み等について，事例をもとにしながら授業を行
う。

高橋　知己（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7月15日～
令和3年9月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭,小学
校教諭,中学校教
諭,高等学校教諭,
特別支援学校教
諭,養護教諭,栄養

教諭向け

6,000円 150人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504932号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

上越教育大学
【選択】キャリアカウンセリングの
理論と実践

（オンデマンド型）平成29年3月告示の小・中学校の学習指
導要領，平成30年3月告示の高等学校学習指導要領に示さ
れたカウンセリングの役割と可能性についてキャリア教育の
視点から検討していく。キャリアカウンセリング場面（進路面
談，三者面談，保護者面談等）を事例にすべての教員に求
められるキャリアカウンセリングの手法を身に付ける。

山田　智之（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7月15日～
令和3年9月8日

教諭
養護教

諭

小学校教諭,中学
校教諭,高等学校
教諭,特別支援学
校教諭,養護教諭

向け

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月6日

令03-
10038-
504933号

025-521-3664 http://www.juen.ac.jp/

山梨大学

【選択】「確率・統計分野における
算数・数学的な見方」・「思考力・
判断力・表現力を育む算数科の
学習指導」

① さまざまな見方により種々の算数・数学的概念がつなが
り、新たな展望が開ける。このことを小・中・高で扱う確率・統
計分野の具体的事例を通して考えてみる。幼稚園教諭にも
小中高の算数・数学科で行われている教材研究を理解して
もらうことで園児への系統的な指導へつなげることを意図し
ている。
② 算数科の問題解決授業を数学的な見方・考え方の視点
で見直し、具体的事例を通して、思考力・判断力・表現力を
育む算数科の指導と評価のポイントを解説する。

中村　宗敬（大学院総合研究部教育学域准教
授）
早川　健（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年7月17日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭（算数・
数学科教諭向け）

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505449号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「教育の情報化に対応す
る知識と指導」・「ICT活用とカリ
キュラムマネジメント」

① 「教育の情報化に関する手引き」をもとに、校務の情報化
と情報セキュリティの知識を深め、多忙化の解消や個人情
報等の適切な取扱の能力を高める。また、情報モラル教育
と情報端末指導の具体的な実践力を身に付ける。
② 授業におけるICT活用の具体的事例を学び、指導方法の
改善と学力の向上について考える。また、学校体制づくりに
おいて、今日的な教育課題とICT活用をどのように融合させ
ていくか、学校経営方針の中でのICT活用の在り方を考え
る。

中島　浩三（山梨県総合教育センター　主幹・指
導主事）
岡田　幸久（山梨県総合教育センター　主査・指
導主事）

山梨県甲府市 6時間 令和3年7月17日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505450号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「葛藤と転機から考える教
師の専門性発達」・「子どものメン
タルヘルスを守るクラスづくり」

① 心理学の観点から、教師の専門性発達について解説す
る。特に、職務上の葛藤や困難の経験、異動等の転機に焦
点を当てて、教師としての発達過程について考える。講義だ
けでなく、自身の専門性発達について振り返り今後の展望
を図化・言語化して考えるような演習も行う。
② 近年、精神的不調を抱える児童・生徒が増加しており、
予防的な教育相談の必要性がますます高くなっている。本
講習ではこうした課題に対し、クラスづくりの中でいかに予
防的教育相談を実践し、教師が子どものSOSに気づき、ケ
アにつなげるかについて考えていく。

東海林　麗香（大学院総合研究部教育学域准
教授）
川本　静香（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年7月31日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学

校の教諭

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505451号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「家庭科における消費者
教育」・「主体的・対話的で深い学
びを創造する家庭科」

① 新学習指導要領を踏まえて、小・中・高校の家庭科にお
ける消費者教育の内容や体系的な指導方法について理解
する。消費者市民社会の実現を目指し、事例や教材の活用
を通して、授業実践について具体的に考える。
② 社会や家庭の変革の著しい今日において求められてい
る家庭科の教育課題に触れ、主体的・対話的で深い学びを
創造する家庭科のあり方について解説するとともに、授業実
践や教材作成上の工夫について考える。

神山　久美（大学院総合研究部教育学域教授）
志村　結美（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年7月31日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（家庭科教諭向

け）

6,000円 50人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505452号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学

【選択】「子どもの発達とその障害
に関する概念」・「自閉スペクトラ
ム症児に対する社会性の発達支
援」

① 発達やその障害の概念について、発達理論や健康・障
害に関する国際的な合意などを例にして検討する。その検
討や学習指導要領などを踏まえつつ、障害のある子どもの
理解や発達支援のアイディアを提供する。
② 乳幼児から児童期の社会性の発達過程とその発達過程
における自閉スペクトラム症（ASD）児の特徴を説明する。そ
して、ASD児の社会性の発達アセスメントと支援内容につい
て解説する。

古屋　義博（大学院総合研究部教育学域教授）
吉井　勘人（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月1日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学

校の教諭

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505453号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山梨大学
【選択】「新学習指導要領の理解
とその実践例」・「頭と身体の運動
学」

① 新学習指導要領における体育・保健体育に関する理解
を深めるとともに、具体的な事例をもとに新学習指導要領に
即した授業づくりについて考える。
② 運動学習を促進する単元計画の在り方を提案する。提
案にあたっては近年の運動学習・制御研究を簡単に紹介
し、これに基づいて学習段階間の機能的なつながりを解説
する。頭と身体の双方向から共通理解を深めたい。

金澤　翔一（大学院総合研究部教育学域准教
授）
木島　章文（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月1日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（体育科、保健体
育科教諭向け）

6,000円 50人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505454号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「小学校外国語教育にお
けるインプットの役割と実践」・
「英語教育とアメリカ文学」

① 外国語教育における理解可能なインプットについて考え
る。本講習では小学校外国語教育での英語によるインプット
の実践例を考えることを中心に行うが，小学校以外の教育
現場における理解可能なインプットの在り方についても議論
する。（本講習は英会話やクラスルームイングリッシュそのも
のを学ぶものではありません。）
② 英語教育とアメリカ文学・文化のかかわりについて解説
するとともに、授業にどのように取り入れるか実践、応用に
ついて考える。特に人名、反復、象徴、多義性などに注意を
払い、そこから読み取れる意味の可能性を探る。

堀田　誠（大学院総合研究部教育学域准教授）
奥村　直史（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月4日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭（英語
科教諭向け）

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505455号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「鑑賞と表現の関連」・「音
楽のまとまりを考え、総合音楽力
を高めましょう」

① 音楽科授業においては、音楽鑑賞や表現活動を通して
学習者が音楽を理解することが求められる。音楽を理解す
るとはどのようなことか、またその指導法について、様々な
楽曲の鑑賞や表現活動を関連させながら考える。
② 古今東西の様々な曲を題材に、音楽の成り立ちや様式
などを確認しながら、作品の聴き方を考えてみる。また同時
に、基本的な音楽理論を復習する機会にしたい。

小島　千か（大学院総合研究部教育学域准教
授）
藤原　嘉文（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（音楽科教諭向

け）

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505456号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「地震と活断層」・「物理学
におけるさまざまな誤解」

① 地震や活断層に対する正しい知識を身につけ、学校教
育現場において理科教育のみならず防災教育に役立てるこ
とをねらいとする。講習では、「立体視による活断層の判定」
を実習として行い、便宜点や問題点について考える。
② 振り子、電磁石、てこ、光、位置エネルギー等の物理学
で扱われる対象に関して、初学者が持ちやすい誤認識につ
いて述べる。特に理科の教科書における振り子の等時性の
小学校と高等学校での差異について詳しく述べる。

福地　龍郎（大学院総合研究部教育学域教授）
山下　和之（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月5日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭
（理科教諭向け）

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505457号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「健やかな体を育む教育
のあり方」・「花とエネルギー〜身
体表現の美学と養生法〜」

① 今日の子どもの体の問題、特に体力・運動能力の低下
の実態とその背景を踏まえ、園や学校で実践すべき教育の
あり方について考える。学習指導要領・幼稚園教育要領に
も焦点を当て、国内外の事例をもとに解説する。
② 世阿弥の「花」の哲学を手掛かりに、演劇術や身体表現
の美学の基層にある身心の調整法などに言及する。さらに
簡単な実技を伴いながら、こころとからだのケア学・養生法
へとつながる身体技法などを体験し、日々の幼児・児童・生
徒への指導や保健体育の教科指導に直接・間接に資する
力について考える。

中村　和彦（大学院総合研究部教育学域教授）
木村　はるみ（大学院総合研究部教育学域准
教授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月5日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭（体育
科、保健体育科

教諭向け）

6,000円 50人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505458号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山梨大学
【選択】「日本語を考える―ことば
を成り立たせているもの」・「文学
作品の教材価値と学習課題」

① 本講習では、私たちが日常生活のなかで何気なく使って
いる日本語表現から、ことばを成り立たせている認知、社
会、文化について考察し、言語に関する反省をうながすこと
で、言語力について考えていく。
② 国語科担当教員に向けて、文学作品がどのような教材
価値を有するのかについて、小中高の教材各一編をとりあ
げ具体的な教材研究を示しつつ解説し、さらに学習課題を
どのように構想するかについて提起する。

仲本　康一郎（大学院総合研究部教育学域教
授）
齋藤　知也（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月11日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（国語科教諭向

け）

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505459号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学

【選択】「ヨーロッパ国際関係史－
国際政治哲学の誕生からEUま
で」・「統計データによる簡単な電
子地図の作成」

① 近現代ヨーロッパの国際関係の歴史を、国際的立憲主
義の視点から学ぶことを通じ、受講者が社会科・歴史科・公
民科の指導要領にある「国際協調」を教えるのに必要な構
想力と説明力を身につけることを目指す。
② 小学校／中学校／高等学校の教材用の統計データを利
用した簡単な階級区分図の作成方法を、「MANDARA」とい
うフリーソフトを利用して習得し、山梨県の果樹生産につい
ての地図表現が出来るようになる。

皆川　卓（大学院総合研究部教育学域教授）
尾藤　章雄（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月11日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（社会科教諭向

け）

6,000円 75人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505460号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「化学実験における安全
管理」・「理科の学習指導につい
て」

① 様々な試薬や器具を扱う化学実験では、誤った使用法
や不注意による事故を防ぐことが肝要である。事故防止の
観点から、実験室における安全確保について考えていく。
② 小中学校理科における望ましい学習指導方法について
取り上げるとともに、児童・生徒の認識や教材研究などにつ
いても具体的に触れていく。

佃　俊明（大学院総合研究部教育学域准教授）
佐々木　智謙（大学院総合研究部教育学域助
教）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月12日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭
（理科教諭向け）

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505461号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「英語教育と文学作品」・
「英語の語彙習得のメカニズムと
指導・訓練方法」

① 英語教育と英文学とのかかわりについて解説するととも
に、英語で書かれた文学を学ぶ中で、英語による表現力へ
の理解を深めるとともに、英語が使われている国や地域の
文化について理解し、英語の授業にどのように取り入れるこ
とができるかを考える。
② 英語の語彙習得全般について考える。英語習得におけ
る語彙学習の重要性、語彙学習の方法についての紹介、語
彙の記憶において大切なこと、例えば、リハーサル法につい
て、さらには未知語推測に関する研究成果についても触れ
る。

田中　武夫（大学院総合研究部教育学域教授）
古家　貴雄（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月12日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（英語科教諭向

け）

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505462号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学

【選択】「書写書道の多様な学習
について」・「国語科教育におけ
る主体的・対話的で深い学び ～
『読むこと』領域を中心に～」

① 小中学校国語科書写の多様な指導事項について、学習
指導要領を確かめながら個々に解説する。また、硬筆の書
写実技を行いながら、書写の基礎基本や字形学習等につ
いても確かめる。文字文化など高等学校の書道に関連する
ような事項についても講義することとする。
② 新学習指導要領全面実施を踏まえ、国語科教育の中で
「主体的・対話的で深い学び」をどのように実現するのか、
「読むこと」領域（文学的文章及び説明的文章）を中心に、具
体的な教材を通して考え、実践的知見を得る。

清水　文博（大学院総合研究部教育学域准教
授）
茅野　政徳（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月19日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭
（国語科教諭向

け）

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505463号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「社会のなかで生きるとい
うこと―西洋哲学の古典から学
ぶ」・「社会科の授業構成」

① 社会のなかで生きるとは、他者と共に生きるということで
ある。他者とかかわり合いながら、「よく生きる」ためにはどう
すればよいのか。本講習では、ストア哲学者の著作から、社
会のなかでよく生きるための知恵を学んだうえで、それを公
民教育にどう生かせばよいかを考える。
② 社会科授業の分析検討を通して、自らの社会科授業構
成を相対化し向上させることを目指す。

相澤　康隆（大学院総合研究部教育学域准教
授）
服部　一秀（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月19日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（社会科教諭向

け）

6,000円 75人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505464号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山梨大学

【選択】「乳幼児期における『わた
し』と『わたしたち』の育ちを考え
る」・「子どもの育ちと保育の評
価」

① 発達心理学の見地から、乳幼児期における「わたし」と
「わたしたち」の育ちについて講義する。幼児期に保育施設
において家族とは異なる他者と出会うことの意味や、保育者
の専門性について考える機会としたい。
② 要領・指針では、PDCAサイクルと「幼児期の終わりまで
に育って欲しい姿」が導入されているが、子どもの評価、保
育の評価は、ねらいや目標を立てた保育者や園の人間観・
社会観を、子どもの姿を通じて見直すかたちでしか実現でき
ない。本講習では、そうした観点から、実践記録と子どもの
発達要求の解釈、保育者の願いとを絡め合わせて、育ちと
評価のあり方を考える。

塚越　奈美（大学院総合研究部教育学域准教
授）
秋山　麻実（大学院総合研究部教育学域教授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月24日 教諭 幼稚園の教諭 6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505465号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「子どもの絵の心理」・「美
術の鑑賞に対する支援」

① 子どもたちの描画を紹介しながら、そこに示された形態
や色彩の発達特性・情緒特性、表象物の意味、評価方法、
子どもを理解するための姿勢、そして子どもに寄り添う教師
や大人の役割について考える。
② 美術の鑑賞においては一人一人の見方や感じ方が尊重
されるが、そうした感じ方は、他の人との関わりによって変
化していく。鑑賞の場面で、作った人や、ともに鑑賞する人
の言葉をどのように生かすことができるか、美術史を基礎に
考える。

栗田　真司（大学院総合研究部教育学域教授）
平野　千枝子（大学院総合研究部教育学域准
教授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月24日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭（図工・
美術科教諭向け）

6,000円 50人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505466号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「知っているようで知らな
い磁石の話」・「プログラミングと
プログラミング的思考の考え方」

① 磁石の基本的なことから、身近な応用例までをわかりや
すく解説する。また間違った磁石の認識についても触れる。
② プログラミング教育やプログラミング的思考を育む場にお
ける基本的な考え方や授業実践に至るまでの展開方法に
ついて、コンピュータの処理の特性を捉えつつ、日常生活の
中から例をあげながら考えていく。

佐藤　博（大学院総合研究部教育学域教授）
山際　基（大学院総合研究部教育学域准教授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月25日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（技術科教諭向

け）

6,000円 45人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505467号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学
【選択】「幾何学の話題から数学
を考える」・「算数科・数学科の教
材研究」

① この講座では主にユークリッド幾何学、低次元トポロ
ジー、結び目理論などの幾何学の話題から、難しい内容で
はなく数学的に考えることが楽しくなるような題材を紹介す
る。学校教育における図形分野の背景になっているもの
や、教材作りに活かせるものを提供したい。
② 小・中・高の算数・数学科の指導内容を体系的に捉えた
教材研究の具体について探っていく。幼稚園教諭にも算数・
数学科で行われている教材研究を理解してもらうことによ
り、園児が小学校へスムーズに入学できるようにすることを
意図している。

中村　拓司（大学院総合研究部教育学域教授）
清水　宏幸（大学院総合研究部教育学域准教
授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年8月25日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭（算数・
数学科教諭向け）

6,000円 100人
令和3年4月16日～

令和3年5月2日

令03-
10043-
505468号

055-220-8104
https://www.yamanashi
.ac.jp/

信州大学
【選択】整数の応用～暗号の作
成と解読～

　本講習は、高校で学ぶ整数の性質を利用して、暗号の仕
組みを理解することを目標にします。そのため、主な受講対
象者は数学に関する指導の充実を図ろうとする教員、また
関連領域の教科を担当する教員を中心に想定しています。
講習は講義だけでなく演習を交えた構成となります。

松澤　泰道（学術研究院教育学系准教授）
鈴木　章斗（学術研究院工学系准教授）
大野　博道（学術研究院工学系准教授）

長野県長野市 6時間 令和3年6月26日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（算数・数学・情

報・工業）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505619号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】乳幼児期の言語・認知・
社会性の発達

　本講習は、乳幼児の言語と認知、及び社会性の発達に関
する最新の研究成果、動向等について理解し、幼児教育の
指導に活用できることを目標にします。そのため、主な受講
対象者は幼児の発達の理解に関する指導の充実を図ろうと
する教員、また関連領域の指導を担当する教員を中心に想
定しています。また幼児教育にとらわれず、乳幼児の発達
に関心のある教員の受入れも可能です。

水口　崇（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和3年6月26日 教諭
幼稚園、小学校
の教諭、保育教

諭
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505620号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学 【選択】鑑賞教育を学ぶ

　本講習では、平成29年版『小/中学習指導要領』に立脚
し、読解力育成・文化伝統理解・国際理解等の観点より重要
性が増した鑑賞領域（B鑑賞）と、鑑賞指導を行う上で有益
かつ実現可能な諸種メソッド（繋ぐ鑑賞、比較鑑賞、段階型
鑑賞法、ロール・プレイ等）を計画的に学びます。主な受講
対象者は、図画工作科で鑑賞教育を充実させたいと考える
小学校教諭、鑑賞教育に関心を持つ中学校・高等学校の美
術科教諭を想定しています。

岡田　匡史（学術研究院教育学系教授） 長野県長野市 6時間 令和3年7月3日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（美術）
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505621号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】リモート化学実験の工夫

　本講習は、オンライン授業でも対応可能な家庭でも行える
化学実験を紹介することをとおして、リモートでの化学領域
の教科指導に活用することを目標にします。主な受講対象
者は理科指導の充実を図ろうとする中学校及び高等学校の
教員を中心に想定しています。講習は実験方法の紹介並び
にそれに関する解説、さらに受講者どうしの意見交換を交え
た構成となります。

伊藤　冬樹（学術研究院教育学系教授） 長野県長野市 6時間 令和3年7月3日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（理科）

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505622号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】自然体験活動の教育的
意義～身近な自然を活用した体
験活動～

　本講習は、体験活動の教育的意義について、最新の研究
成果、動向、効果的な実践等について理解し、発達段階に
応じた体験活動に活用できることを目標にします。受講対象
者は、体験活動に関心のある教諭を想定しています。講習
は講義のみならず、身近な自然を活用したフィールドワーク
を交えた構成となります。

瀧　直也（学術研究院教育学系講師） 長野県長野市 6時間 令和3年7月10日 教諭

全教諭（理科・美
術・保健体育・特
別支援・環境教

育）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505623号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】低温のフシギな世界

　本講習では、液体窒素（-196℃）を用いた様々な実験を体
験していただきます。小学校・中学校理科の「エネルギー」
「粒子」の内容に関係した、「物質の状態変化」や「電流」の
分野の題材を使って、低温環境下での実験を行うことで、エ
ネルギーや粒子の概念をさらに深く理解することを目指しま
す。また、超伝導の話題をとりあげ、最新の科学情報にも触
れます。

神原　浩（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和3年7月10日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（理科）
6,000円 16人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505624号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】河原の石ころから探る大
地の生い立ち　岩石鑑定入門

　本講習は、理科の中でも地学の内容を対象とします。岩石
を観察して、それらの特徴から鑑定ができるようになり、河
原の石ころ（岩石のかけら）と地質図を関連付けて教材とし
て活用できるようになることを目標にします。主な受講対象
者は理科（地学）に関する指導の充実を図ろうとする教員、
また関連領域を担当する教員を想定しています。室内の講
義と河原でのフィールドワークを交えた構成となります。

竹下　欣宏（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和3年7月24日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（理科・環境教

育）

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505625号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】寒天を用いた石膏レリー
フ制作

　本講習は、自然物の形の美しさを再発見するとともに、立
体造形に関わる諸領域の教科指導に活用できることを目標
にします。主な受講者は芸術に関する指導の充実を図ろう
とする教員や関連領域を担当する教員を中心に想定してい
ます。また、立体造形や造形素材に関心のある教員の受入
れも可能です。講習は演習を中心に行いますが、様々な型
取り材についての紹介を交えた構成となっています。

猪瀬　昌延（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和3年7月24日 教諭
幼稚園、小学校、
中学校の教諭、

保育教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505626号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子どもたちの発想と構想
を支援する図画工作科の在り方

　本講習は、新学習指導要領に即しながら、図画工作科の
目標や具体的指導法について、理解を深めることを目標に
します。その際、特に「知識・技能」と「思考力・判断力・表現
力」の関わりに注目します。受講対象者は、図画工作科の
指導に不安を感じている小学校教員を中心に想定していま
す。また、中学校、高等学校での美術教育に関心のある教
員の受入れも可能です。

大島　賢一（学術研究院教育学系助教） 長野県長野市 6時間 令和3年8月7日 教諭
小学校の教諭
（図画工作）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505627号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】ニュースポーツの思想と
実践

　本講習は、スポーツ社会学の視点からニュースポーツの
思想を理解し、複数の種目を実践することを通じて、保健体
育に関わる教科指導にニュースポーツを活用する可能性を
実践的に思考することを目標としています。よって、主な対
象者は体育に関する指導の充実を図ろうとする教員を中心
に想定しています。また教科指導に関わらず、広くスポーツ
に興味関心のある教員の受入れも可能です。講習は講義と
実技を中心とした構成となります。

橋本　政晴（学術研究院教育学系講師） 長野県長野市 6時間 令和3年8月7日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（保健体育）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505628号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学

【選択】新学習指導要領での国語
科学習教材の可能性―「主体
的・対話的で深い学び」の実現の
ために―

　本講習は、国語科に関する最新の研究成果、動向等につ
いて理解し、新学習指導要領での学習内容や方法・評価な
どに関わる諸領域の教科指導に活用できることを目標にし
ます。そのため、主な受講対象者は国語に関する指導の充
実を図ろうとする教員、また関連領域の教科を担当する教
員を中心に想定しています。また教科指導にとらわれず、国
語教育に関心のある教員の受入れも可能です。講習は講
義とワークショップからなります。

西　一夫（学術研究院教育学系教授） 長野県長野市 6時間 令和3年8月10日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭

（国語）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505629号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】日本史の史料を読む―古
代・中世の史料を授業に活かす
ために―

　本講習は、日本史（古代～中世）の史料に関する読解方
法と研究動向等について理解し、社会科・地理歴史科にお
ける日本史分野の教科指導に活用できることを目標として
います。国史・古文書・古記録・木簡などの読解・活用に関
心があり、それらを利用して授業の充実を図ろうとする教員
を、受講者として想定しています。講習は講義だけではなく、
実際に史料を読解する演習やグループ討議を交えた構成と
なります。

志村　佳名子（学術研究院教育学系助教） 長野県長野市 6時間 令和3年8月10日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（社会・地理歴

史）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505630号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】ものづくりのための機械
工学　－力学基礎と運動の変換
－

　生活の中にある機械は、われわれに役立つ有効な力学的
仕事をしてくれます。本講習では、機械・道具に関する力学
的問題、運動の変換について学び、それらの知識を「ものづ
くり教育」に活用することを目標とします。簡単な実験・実習
によって、理解を深めます。

川久保　英樹（学術研究院教育学系准教授）
佐藤　運海（学術研究院教育学系教授）

長野県長野市 6時間 令和3年8月19日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（技術・情報・工
業・環境教育）

6,000円 15人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505631号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】カルテ・座席表・抽出児に
よる授業作り

　本講習は「カルテ」「座席表」「抽出児」を用いた授業作りの
理論と方法について学びます。これによって、一人一人の子
ども理解、個に対する目標の立て方、個に応じた教材研究
の方法、座席表を用いた話し合いの授業、個の育ちの評価
について理解し、参加者の授業に活用できるようにすること
を目標にします。主な受講対象者は小・中・高等学校で社会
科、地理歴史科、公民科の指導の充実を図ろうとする教員、
関連教科を担当する教員を想定しています。

篠﨑　正典（学術研究院教育学系准教授）
松本　康（学術研究院教育学系教授）

長野県長野市 6時間 令和3年8月24日 教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
（社会・地理歴

史・公民）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505632号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】場面緘黙の子どもの心理
と支援

　場面緘黙に関する基礎的理解、科学的知見に基づく支援
方法を学ぶことで、実際場面の子どもの理解を深め、指導
に活用できることを目標にした講習です。そのため、受講対
象者は通常学級や通級指導教室、特別支援学級、特別支
援学校において、場面緘黙の指導の充実を図ろうとする教
員、また保護者や外部機関との連携・調整を担当するコー
ディネーターの教員です。また保健室等でケアに当たる養護
教諭の受入れも可能です。

奥村　真衣子（学術研究院教育学系助教） 長野県長野市 6時間 令和3年8月24日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、特別支
援学校の教諭

（特別支援）、養
護教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505633号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】「新しい」国語科に向き合
う～言語生活・言語活動・言語文
化～

　新学習指導要領の本格実施にあたり、国語科教育の目
的・内容・方法の不易流行（何が変わり、何が変わらないの
か）を整理しながら、これからの国語科の授業づくりの在り
方を受講者とともに検討します。そのため、主な受講対象者
は国語に関する指導の充実を図ろうとする小学校・中学校・
高校の教員を想定しています。講習は講義のみならず、グ
ループ討議や演習（言語活動のロールプレイ）を交えた構成
となります。

八木　雄一郎（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和3年9月4日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（国語）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505634号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】音楽教育の過去・現在・
未来

　本講習では、音楽教育について、その「過去」「現在」「未
来」という3つの扉から眺めます。「過去」では、音楽教育の
起源や日本の明治期・大正期等の授業を辿ります。「現在」
では、学習指導要領の変遷を把握した上で、現在の学習指
導要領を眺めます。「未来」では、未来の授業の方向性につ
いて探ります。講義のみではなく、新奇性のある表現活動や
音楽鑑賞等の演習を取り入れる予定です。

齊藤　忠彦（学術研究院教育学系教授） 長野県長野市 6時間 令和3年9月4日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校の教諭（音

楽）、保育教諭

6,000円 28人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505635号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】指揮の基礎

　本講習は、指揮の役割について理解し、指揮と関わる諸
領域の音楽指導に活用し得る「基礎」を学ぶことを目標にし
ます。そのため、主な受講対象者は音楽活動に関する指導
の充実を図ろうとする教員、また関連領域の教科を担当す
る教員を中心に想定しています。また教科指導にかかわら
ず、学校現場での部活指導や学内音楽会等での指揮活動
に関心のある教員の受入れも可能です。講習は個人・グ
ループでの演習方式中心の構成となります。

吉田　治人（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和3年9月11日 教諭
小学校、中学校
の教諭（音楽）

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505636号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】食品の表示を読み解く

　本講習は、食品の表示に関する最新の動向等について理
解し、家庭科の教科指導に活用できることを目標にします。
そのため、主な受講対象者は家庭科に関する指導の充実を
図ろうとする教員を想定しています。講習は講義のみなら
ず、グループ討議、演習方式を交えた構成となります。

高崎　禎子（学術研究院教育学系教授） 長野県長野市 6時間 令和3年9月11日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（家庭）

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505637号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】磁石と磁界の科学

　本講習では、磁石と磁界に関する最新の研究成果・動向
等について理解し、磁石と磁界に関わる理科の教科指導に
活用できることを目標にします。そのため、主な受講対象者
は理科に関する指導の充実を図ろうとする中学・高等学校
教員を中心に想定しています。また教科指導にとらわれず、
理科に関心のある小学校教員等の受入れも可能です。講
習は講義のみならず、演示を中心とした実験を交えた構成
となります。

天谷　健一（学術研究院教育学系教授） 長野県長野市 6時間 令和3年11月13日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

（理科）
6,000円 20人

令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505638号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】｢戦争と平和｣から２０世紀
を学ぶ

　本講習は、政治学及び国際政治学に関する最新の研究
成果、動向等について理解し、社会・地理歴史・公民に関わ
る諸領域の教科指導に活用できることを目標にします。その
ため主な受講対象者は社会・地理歴史・公民に関する指導
の充実を図ろうとする教員、また関連領域の教科を担当す
る教員を中心に想定しています。教科指導にとらわれず、国
際政治に関心のある教員の受入れも可能です。

駒村　哲（学術研究院教育学系准教授） 長野県長野市 6時間 令和3年11月13日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（社会・
地理歴史・公民）

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505639号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】ICT活用の学習心理学―
1人1台PC時代が変える学びを考
える―

オンデマンド型
　GIGAスクール構想等により、1人1台PCと高速インターネッ
トを活用した学びが本格的に取り入れられようとしていま
す。その中で本講習は「学習心理学」の観点から、ICT活用
の学びの特徴、ICTによる学びの変化、学びの場の設計指
針等を論じます。対象はICT活用に関心がある先生方であ
り、意欲があれば学校種・免許種・教科等は問いません。オ
ンデマンド開講のため、講義が中心となります。

島田　英昭（学術研究院教育学系教授） インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭 全教諭 6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505640号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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対象職

種
主な受講対象者

信州大学 【選択】アパレルと健康

オンデマンド型
　快適な衣生活のために、衣服とヒトのより良き関係を理解
できるよう、最新の研究成果や動向を解説します。また、簡
単な実験結果を用いて、ヒトと被服が持つ特性を考え、家庭
科での指導に活用することを目標とします。新型コロナウイ
ルス感染防止のためのマスク着用が、日常生活において必
須となりつつあります。そこで実習として立体マスクを手縫い
で作成します。

三野　たまき（学術研究院教育学系教授） インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校の教諭（家

庭）、保育教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505641号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】障害児生理心理学

オンデマンド型
　本講習は、行動では捉えきれない障害児の心理理解や発
達評価・支援に関する生理心理学の成果や手法を現場で活
用できることを目標とします。講義では、生理心理学につい
て解説し、重度・重複障害や発達障害の研究成果、瞬目な
どの現場でも活用可能な方法を紹介します。またオンデマン
ドで可能な脳の情報処理体験を行います。
　特別支援学校教諭、養護教諭、保育士を対象としますが、
生理心理学に関心のある方も受講可能です。

宮地　弘一郎（学術研究院教育学系准教授） インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭
養護教

諭

幼稚園、特別支
援学校の教諭

（特別支援・心理
学）、保育教諭、

養護教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505642号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】先生のための心のバリア
フリー講習

オンデマンド型
　本講習では、全ての子どもたちが安心感・安全感を感じる
ことのできる学校・学級づくりを目指し、「心のバリアフリー」
「合理的配慮」「インクルーシブ教育」「ユニバーサルデザイ
ン」などをキーワードとし、これらの理解と実践を目標としま
す。子どもの心のバリアフリーを支えるのは、大人の心のバ
リアフリーへの理解と対応、そして子どものモデルとなること
であるとの視点から、教師自身の心のバリアについて考え
ます。

茅野　理恵（学術研究院教育学系准教授）
下山　真衣（学術研究院教育学系准教授）
篠田　直子（学術研究院教育学系准教授）

インターネット 6時間
令和3年11月1日～
令和3年11月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505643号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】アフリカ、森の民のライフ
サイクルから学ぶ知恵（A）

オンデマンド型
　本講習では、中部アフリカの熱帯雨林地域に暮らしている
「ピグミー」と呼ばれる狩猟採集民の生活を、彼らのライフサ
イクルに着目しながら解説します。特に子供の教育や発達
に関わる事柄を視聴覚資料を用いて紹介します。私たちと
は自然・社会的環境が大きく異なる「森の民」の文化を学ぶ
ことを通じて、私たちの文化を見つめ直すためのヒントを提
供します。

分藤　大翼（学術研究院総合人間科学系准教
授）

インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（社会・
音楽・宗教・看

護・福祉・環境教
育），保育教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505644号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】心理学からのクリティカ
ル・シンキング入門

　適切な意思決定や偏りのない判断を促進し、誤った思い
込みを防ぐ「クリティカルシンキング（批判的思考）」の基本
について、認知心理学の成果をもとに体系的かつ実践的に
習得します。これにより、多様な情報を批判的に読み解く姿
勢と、教育現場や日常生活で生起する心理的錯誤や思考
のバイアスにまどわされないための基本的スキルを身につ
けていきます。

菊池　聡（学術研究院人文科学系教授） 長野県松本市 6時間 令和3年7月3日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の教諭・保育

教諭

6,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505645号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】情報メディアの心理学

　現代の情報社会において，私たちは，インターネットやテレ
ビ・ゲームなど，さまざまな情報メディアを利用しています。こ
れらの情報メディアは，我々の心理や行動にさまざまな影響
を及ぼします。本講習では，インターネットやテレビ・ゲーム
利用が子供に及ぼす心理学的影響について，具体的な事
例を紹介しながら概説していきます。

佐藤　広英（学術研究院人文科学系准教授） 長野県松本市 6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭

（社会・情報）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505646号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】身の回りにある化学を発
見しよう

　高校までに習う化学は化学的研究を行う上で必要不可欠
な知識を得るという点において極めて重要です。しかし日常
生活を続けていく上で、あまりその化学的知識との関連につ
いて詳しく教えられていないのが現実です。本講習では日
常生活で利用、体験している事柄で化学と深く関連している
事柄をピックアップしてそれを解説することにより、化学をよ
り身近なものとして実感し、今後の教育に活かしていただく
ことが狙いです。また、実験として太陽電池の作成を行いま
す。

勝木　明夫（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県松本市 6時間 令和3年7月3日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭

（理科）

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505647号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】ウォーミングアップ再考

　本講習は、7/24～7/30のオンデマンド配信講習（3時間）
と、7/31の対面講習（3時間）で実施します。
　ウォーミングアップは、スポーツにおける傷害の予防やパ
フォーマンスの向上を目的として行われます。本講習では、
ウォーミングアップに関する近年の研究成果を概説するとと
もに、実際に体を動かして各種方法を体験します。紹介内容
を基に、より良いウォーミングアップの組み方について検討
します。
（保健体育の教諭を対象としていますが，運動部活動指導
に係る場合はこの限りではありません。）

廣野　準一（学術研究院総合人間科学系講師） 長野県松本市 6時間 令和3年7月31日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（保健体育）
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505648号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】『博士の愛した数式』（小
川洋子著）の中の数学を見てみ
よう！

　小説の中の博士は数学者で数（整数論）の専門家です。
数の一つに幼少時から慣れ親しんだ自然数があります。自
然数の中でも、数の素である素数は古来より興味の対象で
した。日常生活で無意識に使っている数がもつ性質を学び、
それを伝えることで教育活動において数学の面白さを伝え
ることができます。講習では小説にでてきた素数や完全数
等の話題を中心に、それらの性質を家政婦さん、ルート（家
政婦の息子）と一緒に見ていきます。

高野　嘉寿彦（学術研究院総合人間科学系教
授）

長野県松本市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（算数・数学）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505649号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】グリム童話のルーツを探
る

　本講習では、今も世界中で読み継がれている『グリム童話
集』所収の童話「シンデレラ」（時間があれば「眠れる森の美
女」も）の古今東西における類話の比較を通して、童話・民
話・神話といった伝承文芸が持つ意義と人間の文化に対す
る理解を深め、伝承素材を教育現場で教える際に必要なこ
とを考えます。

延　鎭淑（全学教育機構外国語准教授）
株丹　洋一（元信州大学教授）

長野県松本市 6時間 令和3年8月9日 教諭

中学校・高等学
校の教諭（国語，
英語，社会，地理

歴史，美術）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505650号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】人工知能ってすごいんで
すか（A）

オンデマンド型
　人工知能の発達で49％の仕事が10年後に消えると言わ
れる現代において、近い将来にどんな仕事が実際に不要に
なるかの見通しについて理解が深まります。そうした現代社
会の理解を通じて、児童・生徒たちの進路設計への助言に
参考となる知識が得られます。

鈴木　治郎（学術研究院総合人間科学系教授） インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、保育

教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505651号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】中国の教育ー学力とゆと
りの狭間でー

　日本の教育は「個性」、「平等」を重視するのに対し、中国
の教育は「学力」を重視する特徴があると言われ、中国の子
供たちは小さい頃から熾烈な競争にさらされています。そこ
で、本講習では、「なぜこのような競争社会が形成されたの
か」「どのような問題が引き起こされたか」「中国において「学
力」と「ゆとり」が両立できるのか」といった問題を、中国教育
の歴史、構造などから解説し、日本の教育との比較を試み
ます。

李　敏（学術研究院総合人間科学系講師） 長野県松本市 6時間 令和3年11月6日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（社

会），保育教諭

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505652号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学 【選択】野外での地質観察法

　地学をはじめとする理科関連の授業において必要な、野
外で地形や地層を観察する時の着眼点や記載の方法を学
びます。まず室内での解説（約１時間）を行い、次いで、バス
を利用して野外での観察・実習を行います。室内では体験
することができない野外での観察を体験し、教育現場に役
立てていただきたいと思います。

大塚　勉（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県松本市 6時間 令和3年11月3日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（理科・地学）
6,000円 23人

令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505653号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】ジェンダーと教育（A）

オンデマンド型
　人間は性別によって二分され、女あるいは男であるがゆえ
に、その人生の送り方や選択が制限されている面が少なく
ありません。差別されるのは女性であると考えられがちです
が、男性もジェンダーに縛られ、苦しんでいる人は多く存在
します。先生方自身がジェンダー規範から自由になること、
そして児童・生徒の人生の選択が広がるような教育の可能
性を探ります。

加藤　善子（学術研究院総合人間科学系准教
授）

インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505654号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学

【選択】農学って何？～学校教育
（社会・理科・農業・キャリア教育
など）からの学びの系統性を知ろ
う～

　中学・高校で実施される理科および農業の授業内容と大
学で実施される農学教育とのつながりについて、植物の栽
培・植物の生理・植物の分類・農業経済・国際的視点の各観
点から講義します。農学を志す、中学・高校で学ぶ生徒が大
学で学ぶビジョンを持つにあたり、具体的に将来を示すヒン
トを持ち帰っていただきます。

春日　重光（学術研究院農学系教授）
入枝　泰樹（学術研究院農学系助教）
小林　みずき（学術研究院農学系助教）
濱野　充（学術研究院農学系講師）

長野県上伊那
郡南箕輪村

6時間 令和3年7月3日 教諭
中学校・高等学
校の教諭（理科・

農業）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505655号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】森林をめぐる認識の発展
を考える

　森林を損なわないように利用するための技術は、およそ
300年のあいだ発展してきました。その概略を紹介しながら、
森林を題材として自然をめぐる認識の発展について考えま
す。ひとつの対象がさまざまな視点から論じられてきた実例
を示し、ある現実の問題を解決するためには多くの学問分
野が必要とされることを学びます。

三木　敦朗（学術研究院農学系助教）
長野県上伊那
郡南箕輪村

6時間 令和3年9月20日 教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会、公民、農
業、環境教育）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505656号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】食品データ科学〜基礎か
ら応用まで〜（A）

オンデマンド型
　健康長寿社会を実現するには、食品の化学およびデータ
解析の研究が欠かせません。本講習では、食品の健康へ
の影響を実際の研究事例とともに紹介します。食品成分に
ついて最先端の知見だけではなく、多くのデータを整理して
予測につなげる方法（機械学習の基礎）を学んでいただきま
す。

中村　浩蔵（学術研究院農学系准教授）
梅澤　公二（学術研究院農学系助教）

インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭
中学校・高等学
校の教諭（理科）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505657号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】環境と動物生産～持続可
能な社会に向かって～

　動物生産（畜産）と環境との関り合いについて、最新の研
究成果や社会動向に触れながら、平易に解説します。動物
生産は、草-家畜-土壌の有機的つながりで成り立つ産業で
す。しかし近代畜産は、生産に特化した飼養形態となり、本
来の持続的生産活動が揺らいでいます。長野県では野生動
物肉（ジビエ）の利活用も盛んですが、野生のシカは限りあ
る天然資源です。本講習では、私たちの食を支える動物生
産の持続的生産に向けた課題抽出と解決法を探ります。

竹田　謙一（学術研究院農学系准教授）
神　勝紀（学術研究院農学系教授）
泉山　茂之（学術研究院農学系教授）

長野県上伊那
郡南箕輪村

6時間 令和3年9月4日
教諭

栄養教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（理科・農業），栄

養教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505658号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】コミュニケーションの障害
とインクルーシブ教育（A）

　本講習は、コミュニケーションの障害に関する基本的な事
柄を学習し、その問題について環境との関係という視点で
考察します。また、いくつかの疑似体験を実施し、参加者間
で感想や気づきを交流し、理解を深めます。さらに、いくつか
の事例をもとに、具体的な環境調整や支援の方法を考えま
す。これらを通して、インクルーシブ教育の意義や具体的方
法について議論します。なお本講習は、前半の3時間を8/13
～8/19に動画配信形式（オンデマンド）で開講し、後半の3時
間を8/20に対面で行います。

庄司　和史（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県松本市 6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支
援学校の教諭，
保育教諭，養護

教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505659号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】コミュニケーションの障害
とインクルーシブ教育（B）

　本講習は、コミュニケーションの障害に関する基本的な事
柄を学習し、その問題について環境との関係という視点で
考察します。また、いくつかの疑似体験を実施し、参加者間
で感想や気づきを交流し、理解を深めます。さらに、いくつか
の事例をもとに、具体的な環境調整や支援の方法を考えま
す。これらを通して、インクルーシブ教育の意義や具体的方
法について議論します。なお本講習は、前半の3時間を11/6
～11/12に動画配信形式（オンデマンド）で開講し、後半の3
時間を11/13に対面で行います。

庄司　和史（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県松本市 6時間 令和3年11月13日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支
援学校の教諭，
保育教諭，養護

教諭

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505660号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】シュタイナー教育から学
ぼう！（A）

オンデマンド型
　一般的に、「芸術や自然素材を大事にする教育」というイ
メージで語られるシュタイナー教育について、背景となる人
間観からその意味を確認します。具体的には、シュタイナー
教育の発達観や教育方法などの基本的な事柄について、
映像資料等も活用しながら学びます。また、その内容を受講
者自身の実践につなぎ、日々の教育活動へのヒントを得る
ことを目指します。

河野　桃子（学術研究院総合人間科学系講師） インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支
援学校の教諭，

保育教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505661号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】シュタイナー教育から学
ぼう！（B）

　一般的に、「芸術や自然素材を大事にする教育」というイ
メージで語られるシュタイナー教育について、背景となる人
間観からその意味を確認します。具体的には、シュタイナー
教育の発達観や教育方法などの基本的な事柄について、
映像資料等も活用しながら学びます。また、その内容を受講
者自身の実践につなぎ、日々の教育活動へのヒントを得る
ことを目指します。

河野　桃子（学術研究院総合人間科学系講師） 長野県松本市 6時間 令和3年11月3日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支
援学校の教諭，

保育教諭

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505662号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】たかが新聞　されど新聞
～ＮＩＥ入門～（Ａ）

　新学習指導要領では、「新聞」を活用した授業作りが提案
されています。新聞の持つ役割や機能を信濃毎日新聞社の
記者の体験談や信濃毎日新聞社本社内の見学など、体験
的な活動を通して知るとともに、新聞を活用した授業実践を
具体的に学ぶことを通して、日常の授業における新聞の活
用方法を探ります。教科や学校種にとらわれず、ＮＩＥに興味
のある先生や新聞をＳＤＧｓの視点から読み解く授業を展開
しようと考えている先生を対象とします。

田村　徳至（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県長野市 6時間 令和3年8月3日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505663号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】たかが新聞　されど新聞
～ＮＩＥ入門～（B）

　新学習指導要領では、「新聞」を活用した授業作りが提案
されています。新聞の持つ役割や機能を信濃毎日新聞社の
記者の体験談や信濃毎日新聞社本社内の見学など、体験
的な活動を通して知るとともに、新聞を活用した授業実践を
具体的に学ぶことを通して、日常の授業における新聞の活
用方法を探ります。教科や学校種にとらわれず、ＮＩＥに興味
のある先生や新聞をＳＤＧｓの視点から読み解く授業を展開
しようと考えている先生を対象とします。

田村　徳至（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県長野市 6時間 令和3年8月19日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505664号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】はじめてのファシリテー
ション

　新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」と「何を
学ぶのか、どのように学ぶのか、何を身に付けるのか」が強
調されています。本講習は主に、生徒が主体的かつ対話的
に学ぶ方法の一つとして、ファシリテーションの知見を活用
した話し合いの仕方を学びます。特に、付箋紙を効果的に
使用し、課題解決を図る手法をゲストティーチャーをお招き
し、グループで体験しながら身に付けます。

田村　徳至（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 6時間 令和3年8月5日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505665号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】子どもの生きる力を育む
消費者教育　～はじめての消費
者教育～（A）

　「かしこい」消費者を育成するという視点から、さまざまな
教育活動における消費者教育の在り方を探ります。まず、
消費者問題に関心を持っていただくことを目的として、具体
的な教育活動について経済教育を専門とする田村が、シ
ミュレーションゲームなどの体験活動を通して、指導方法・教
材開発について提案します。その後、ゲストティーチャーの
行政書士の方から、現在の悪質商法の手口やその対処法
について具体的な事例について講義します。

田村　徳至（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 6時間 令和3年7月17日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505666号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子どもの生きる力を育む
消費者教育　～はじめての消費
者教育～（B）

　「かしこい」消費者を育成するという視点から、さまざまな
教育活動における消費者教育の在り方を探ります。まず、
消費者問題に関心を持っていただくことを目的として、具体
的な教育活動について経済教育を専門とする田村が、シ
ミュレーションゲームなどの体験活動を通して、指導方法・教
材開発について提案します。その後、ゲストティーチャーの
行政書士の方から、現在の悪質商法の手口やその対処法
について具体的な事例について講義します。

田村　徳至（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 6時間 令和3年12月4日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505667号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】社会を生き抜く力を育てる
～はじめての金融・経済教育～
（Ａ）

　田村（教育学者　金融・消費者教育）が，学校における金
融教育、経済教育、消費者教育の現状と課題等の話を行
い、効果的なシミュレーション教材の紹介を致します。さら
に、金融機関の学校教育部門担当者をゲストティーチャーと
してお招きし、開発された教材を活用してグループワークを
行い、学校での金融教育・経済教育・消費者教育の実施方
法を学びます。

田村　徳至（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 6時間 令和3年7月3日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505668号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】社会を生き抜く力を育てる
～はじめての金融・経済教育～
（B）

　田村（教育学者　金融・消費者教育）が，学校における金
融教育、経済教育、消費者教育の現状と課題等の話を行
い、効果的なシミュレーション教材の紹介を致します。さら
に、金融機関の学校教育部門担当者をゲストティーチャーと
してお招きし、開発された教材を活用してグループワークを
行い、学校での金融教育・経済教育・消費者教育の実施方
法を学びます。

田村　徳至（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 6時間 令和3年11月20日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505669号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学

【選択】中学校社会科公民的分
野・高等学校新科目「公共」の授
業づくり～経済・金融分野を中心
として～

　令和４年度から高等学校の公民科では新科目「公共」の
授業が開始されます。日本公民教育学会を中心として、新
科目「公共」の授業モデルプランが数多く開発されていま
す。また、「公共」の実践に向けたハンドブックも何冊か出版
されています。そこで本講習では、来年度から開始される
「公共」の授業の金融・経済分野に絞り、開発した具体的な
モデルプランの解説と中学校との接続を意識した授業方法
をお話します。

田村　徳至（学術研究院総合人間科学系准教
授）

長野県松本市 6時間 令和3年7月31日 教諭
中学校・高等学
校の教諭（社会・

公民）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505670号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】宇宙の謎に迫る楽しい天
文学習～地球外生命体は存在す
るの？～（Ａ）

オンデマンド型
　人間と宇宙の関わりや、身の回りにあふれる物質の起源、
宇宙の歴史やその構造など、だれでも一度は気になる宇宙
の謎について、最新の天文学の成果に基づいて平易に解
説します。また、国立天文台が開発した４次元デジタル宇宙
シアター・フリーソフト「MITAKA」を実際に動かす演習を通し
て、子どもたちと一緒に宇宙を「目のあたり」にする楽しい学
習展開のあり方を探ります。

小山　茂喜（学術研究院総合人間科学系教授）
縣　秀彦（国立天文台　准教授）

インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・総合・環

境教育）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505671号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】宇宙の謎に迫る楽しい天
文学習～地球外生命体は存在す
るの？～（Ｂ）

　人間と宇宙の関わりや、身の回りにあふれる物質の起源、
宇宙の歴史やその構造など、だれでも一度は気になる宇宙
の謎について、最新の天文学の成果に基づいて平易に解
説します。また、簡易天体望遠鏡を制作したり、国立天文台
が開発した４次元デジタル宇宙シアター・フリーソフト
「MITAKA」を実際に動かす演習を通して、子どもたちと一緒
に宇宙を「目のあたり」にする楽しい学習展開のあり方を探
ります。

小山　茂喜（学術研究院総合人間科学系教授）
縣　秀彦（国立天文台　准教授）

長野県松本市 6時間 令和3年11月20日 教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・総合・環

境教育）

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505672号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】歴史館で教材開発（Ａ）

　近年、博物館では役割の一つである「教育機能」の充実が
求められています。同時に学習指導要領においては、博物
館の効果的な学習活動への活用が求められています。そこ
で、長野県立歴史館をフィールドして、博物館の役割や機能
を体験的に学ぶことを通して、自分の授業に博物館の持つ
教育資源をどのように活用するかを探ります。教科や学校
種にとらわれず、博物館を主体的に学習に活用することで、
楽しい授業を展開しようという意欲のある先生方を対象とし
ます。

小山　茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県千曲市 6時間 令和3年7月27日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（社会・総合）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505673号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】歴史館で教材開発（Ｂ）

　近年、博物館では役割の一つである「教育機能」の充実が
求められています。同時に学習指導要領においては、博物
館の効果的な学習活動への活用が求められています。そこ
で、長野県立歴史館をフィールドして、博物館の役割や機能
を体験的に学ぶことを通して、自分の授業に博物館の持つ
教育資源をどのように活用するかを探ります。教科や学校
種にとらわれず、博物館を主体的に学習に活用することで、
楽しい授業を展開しようという意欲のある先生方を対象とし
ます。

小山　茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県千曲市 6時間 令和3年8月3日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（社会・総合）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505674号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】歴史館で教材開発（Ｃ）

　近年、博物館では役割の一つである「教育機能」の充実が
求められています。同時に学習指導要領においては、博物
館の効果的な学習活動への活用が求められています。そこ
で、長野県立歴史館をフィールドして、博物館の役割や機能
を体験的に学ぶことを通して、自分の授業に博物館の持つ
教育資源をどのように活用するかを探ります。教科や学校
種にとらわれず、博物館を主体的に学習に活用することで、
楽しい授業を展開しようという意欲のある先生方を対象とし
ます。

小山　茂喜（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県千曲市 6時間 令和3年11月13日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（社会・総合）
6,000円 50人

令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505675号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】現代資本主義と経済学
―理論と歴史および社会科教育
の視点から―

　現代の資本主義経済を、理論・歴史・現状からトータルに
概観します。「世界史」や「政治・経済」などで学ぶ歴史・経済
思想などの知識は、現代の経済や社会を理解するのに有
効なツールとなることが少なくありません。学校教育で学習
する社会科学の知識と大学で学ぶ内容とのつながりを実感
してもらうとともに、経済について理解を深めてもらうことが
この講習のねらいです。あわせて、21世紀の金融危機など
現代的な問題についても言及します。

吉村　信之（学術研究院社会科学系准教授） 長野県松本市 6時間 令和3年8月10日 教諭
中学校・高等学
校の教諭(社会・
地理歴史・公民)

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505676号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】はたらく私たちと法律　～
学校現場の労働問題に焦点をあ
てて～

　近時、学校現場でも、ワークルール教育などの実践的な
労働法教育がなされるようになってきています。そこで本講
習は、労働法の具体的な知識修得を目的とします。講習に
あたっては、先生方ご自身が我がこととして労働法を捉えら
れるように、教育現場での働き方を念頭に話を進めていきま
す。講習を通じて法を尊重した働き方とは何かについて考え
る機会を提供し、魅力ある働き方の実現につながる教育活
動に活かしていただきたいと願っています。

弘中　章（学術研究院社会科学系准教授） 長野県松本市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（社会）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505677号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】教育を受ける権利と教育
の自由（A）

オンデマンド型
　日本国憲法には、教育を受ける権利（26条）が明記されて
います。この権利は、子どもの学習権と理解されています。
子どもの学習権と対になるのが、教育権です。この教育権
の主体、教育権の性質、公教育の位置づけについて、憲法
学や教育法学において、活発な議論がなされていますし、
判例の蓄積もあります。学習権と教育権をめぐる学説と判例
を理解していただき、教育実践に役立てていただきたいと思
います。

成澤　孝人（学術研究院社会科学系教授） インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505678号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】マクロ経済データから読
み解く現在・過去・未来

　近年、経済成長や不平等に関する長期的なマクロ経済
データが整備されてきています。本講習では、これらのデー
タとそこから得られる知見を解説した後、実際に受講者に、
教科書・資料集等の記述の内容を数量データを使って確認
もしくは検証する作業を行ってもらいます。社会・歴史・公民
の内容を数量的に分析・検証する手法を体験的に学ぶこと
が本講習のねらいです。

青木　周平（学術研究院社会科学系准教授） 長野県松本市 6時間 令和3年8月10日 教諭
中学校、高等学
校の教諭（社会・
地理歴史・公民）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505679号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】世界的視野から見たこれ
からの主権者教育

　日本の民主主義制度の下では、１８歳以上の市民が選挙
を通じて政治に参加することが求められます。もちろん政治
に参加する方法は選挙だけではありません。政治に参加す
るためには、どのような知識と技術を身につける必要がある
でしょうか。日本社会が直面する政治課題は、多岐にわたり
複雑です。豊かで平和な社会を築くためには、何が必要で
しょうか。必ずしも明確な一つの解決策があるわけではあり
ません。政治課題を理解し考える基礎的な知識と技術につ
いて学びます。

美甘　信吾（学術研究院社会科学系教授） 長野県松本市 6時間 令和3年8月6日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支
援学校の教諭・
保育教諭（社会・
地理歴史・公民・

家庭）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505680号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】外国人から見た日本

　東京オリンピックの開催が決定されてから日本の国際性を
高める動きが活発になってきています。また、外国から日本
への関心が高まっていることに伴い、外国からの観光客や
定住者が増え続けています。その影響もあり、日本の学校
に通う外国籍の子供たちも増えています。しかし、日本国内
では外国人への理解がまだ不足しています。本講習では、
外国人である講師が日本の印象や外国との違いを紹介し、
理解を高めることがねらいです。

アサノ　デービッド（学術研究院工学系教授） 長野県長野市 6時間 令和3年8月19日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（社会・英語）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505681号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】キャンプ・登山やスキーに
おけるインクルーシブ教育の実
践（A）

　昨今、様々な学習場面においてインクルーシブ教育の構
築が求められており、その学習の機会は、障害のある子ど
もをはじめとする多様な子どもたちが参加することでしか生
まれない貴重なものとなっています。本講習では、専門家と
の連携によりインクルーシブ登山やスキー実習を実現させ
た学校紹介や、受講者とのディスカション等から、子どもたち
の野外での直接的な学習経験の意義や実践方法について
考えていきます。

加藤　彩乃（学術研究院総合人間科学系講師） 長野県松本市 6時間 令和3年7月17日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（特別
支援・保健体

育）、保育教諭、
養護教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505682号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】キャンプ・登山やスキーに
おけるインクルーシブ教育の実
践（B）

　昨今、様々な学習場面においてインクルーシブ教育の構
築が求められており、その学習の機会は、障害のある子ど
もをはじめとする多様な子どもたちが参加することでしか生
まれない貴重なものとなっています。本講習では、専門家と
の連携によりインクルーシブ登山やスキー実習を実現させ
た学校紹介や、受講者とのディスカション等から、子どもたち
の野外での直接的な学習経験の意義や実践方法について
考えていきます。

加藤　彩乃（学術研究院総合人間科学系講師） 長野県松本市 6時間 令和3年8月6日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（特別
支援・保健体

育）、保育教諭、
養護教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505683号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】授業で生かせる「太陽電
池と化学電池のしくみ」～簡単な
化学電池の作り方～

　材料を選び、太陽電池をつくるプロセスを紹介し、簡単な
化学電池を自作する方法についてもお話します。製造コスト
や環境保全とのトレードオフも多くみられますが、電気のエ
ネルギーをつくることの意義や現在の産業社会を支える技
術の一つを理解してもらいます。これにより、今後の産業を
展望していただける機会を提供します。

橋本　佳男（学術研究院工学系教授）
サイ　ミョー　タン　テイ（学術研究院工学系助
教）

長野県長野市 6時間 令和3年7月10日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（理科）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505684号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】安全な水と，エネルギーを
みんなに

　児童・生徒がものごとを科学的に考える授業構築の一助と
なることを考え、SDGｓ達成の主眼のもとに，私たちの生活
に密接する水とエネルギーについてのテーマを選び解説し
ます。持続可能と快適な生活の両立に欠かせない水の安全
（きれいな水）とエネルギー（蓄電池）を創るための仕組みや
技術、それらの社会科学的背景を踏まえて平易な表現で講
述します。さらに，これらの内容を初等，中等教育の場で活
用するための意見交換をおこないます。

是津　信行（学術研究院工学系教授）
手嶋　勝弥（学術研究院工学系教授）

長野県長野市 6時間 令和3年8月20日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（環境教育）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505685号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】持続可能な水の管理と利
用

　本講習では、「水環境と治水・防災」、「水問題とその方策」
の２テーマで、生命そして生活に不可欠であると同時に有限
な資源でもある水について解説をします。地球レベルから分
子レベルに至るまで様々なスケールの事象を対象とした工
学で扱う技術を紹介しながら、それら技術の本質を理解して
いただくとともに、自然と技術、社会と技術の関わりについ
て考えていただくことを目的としています。

竹内　健司（学術研究院工学系准教授）
吉谷　純一（学術研究院工学系教授）
松本　明人（学術研究院工学系准教授）
中屋　眞司（学術研究院工学系教授）

長野県長野市 6時間 令和3年7月31日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（理科・工業）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505686号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学

【選択】「身の回りで起こる振動」
を授業に活かそう。～体験的に
学ぶ物理や数学(圧電材料を窓
口に)～

　圧電セラミックスを初めとする圧電材料は、家庭電化製品
や医療用・工業用製品等に幅広く利用されています。本講
習は、このような圧電材料を用いて身の回りで起こる振動現
象を「測る（損傷診断）」「抑える（制振）」「利用する（振動発
電）」ことを通じて、振動工学とその関連技術について学ぶと
ともに、児童・生徒が理科（物理学）や数学をより身近なもの
として実感できる授業の構築の一助となることを目的として
います。

辺見　信彦（学術研究院工学系教授）
亀山　正樹（学術研究院工学系准教授）

長野県長野市 6時間 令和3年7月17日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（理科・工業）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505687号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】衣服と感性の科学－ス
ポーツウェアからファッションまで
－

　衣服の機能には人体保護と人体装飾があります。人体保
護機能は熱・外力・輻射などから人体を守る、生理・運動機
能を保持しより高めることが求められます。人体装飾機能
は、色彩、造形、心理、社会動向などが反映されます。
本講習では、衣服の機能と生産・流通、スポーツや健康維
持に関わる衣服や繊維製品の着心地・使い心地・好みの評
価（感性）に関して概説し、衣服を理科、工芸、家庭、工業等
の側面から理解できるようにします。

高寺　政行（学術研究院繊維学系教授）
上條　正義（学術研究院繊維学系教授）
佐古井　智紀（学術研究院繊維学系准教授）
乾　滋（学術研究院繊維学系教授）

長野県上田市 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・工芸・家

庭・工業）

6,000円 65人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505688号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】実験で考える「生きてい
るって、どういうことだろう？」

　「生きているって、どういうことだろう？」。だれでも一度は
気になる生命の謎について、簡単な実験を通して考えます。
実験は、「微生物の凍結＆解凍：彼らはなぜ死なないの？」
と、「ダンゴムシのジグザグ歩行：なぜそんなにこだわる
の？」の二つです。これらミクロ、マクロレベルの実習を通し
て、子どもたちと一緒に「生きていること」を「目のあたり」に
する楽しい学習展開のあり方を探ります。

秋山　佳丈（学術研究院繊維学系准教授）
森山　徹（学術研究院繊維学系准教授）

長野県上田市 6時間 令和3年9月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員（理科、環
境教育、総合）

6,000円 65人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505689号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】高分子が切り開く安心安
全で豊かな社会　～高分子や超
分子の最先端科学～

　私たちの生活では，生体由来の高分子や石油を原料とす
る合成高分子など数多くの高分子が，その優れた特性から
幅広く利用されています。また，最近では，低分子でも高分
子でもない超分子と呼ばれる分子集合材料も利用されるよ
うになってきました。本講習では，生活の中で活躍するさま
ざまな高分子について，身近なものなどを例とした実演を通
して，基礎から応用・最先端研究までを分かりやすく解説し
ます。

高坂　泰弘（学術研究院繊維学系准教授）
後藤　康夫（学術研究院繊維学系教授）
市川　結（学術研究院繊維学系教授）
鈴木　正浩（学術研究院繊維学系教授）

長野県上田市 6時間 令和3年8月9日 教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・技術・工

業）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505690号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】体験してみよう生物学教
材としての「カイコ」と「野蚕」の利
用

　カイコは生物学の日本初のモデル生物であり、分子から
個体までの幅広い研究材料として利用されてきました。この
講習では、育蚕、遺伝子組換えカイコの観察、幼虫の外部
形態と内部形態、繭をつくる器官の絹糸腺の観察、DNA抽
出方法、減数分裂の概略、突然変異遺伝子の検定交雑に
よる組換え率の求め方などの知識習得を目指します。カイコ
を教材として利用していただき、その価値を発見していただ
ければと思います。

梶浦　善太（学術研究院繊維学系教授）
白井　孝治（学術研究院繊維学系准教授）

長野県上田市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（生物）
6,000円 65人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505691号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】体験しよう！英語多読の
理論と実践

　多読の方法・意義・必要性・英語力向上に及ぼす効果（読
書スピード向上、語彙習得、流暢さ習得）等、具体例を提示
しながら理論的に説明します。受講者は多読指導法、多読
クラス運営・多読図書管理法等を学習します。更に多読実
践による受講者自身の英語力向上を体験し、言語教育の新
たな視点を得ることができます。本講習は英語で行われるた
め実用英語力も養成され、将来の教育現場で役立ちます。

Mark　Brierley（全学教育機構外国語准教授） 長野県松本市 6時間 令和3年11月6日 教諭
中学校・高等学
校の教諭（英語）

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505692号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】英語口頭試験

　本講座では、ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）に基づく
語学能力テストの口頭試験の形式と評価基準について学び
ます。これにより、教員は評価と英語教育の関係について新
たな視点を獲得し、教室で何が評価できるのかについて理
解が深まり、より多くのコミュニケーション活動をクラスで行
えるようになります。教員は自分の授業の目標を定めるため
に、また実践的で明確な目標を与えて生徒の意欲を高める
ために必要となるツールを身につけます。

David　Ruzicka（学術研究院総合人間科学系准
教授）
Mark　Brierley（全学教育機構外国語准教授）

長野県松本市 6時間 令和3年7月17日 教諭
中学校・高等学
校の教諭（英語）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505693号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】日常生活でみられる化学
現象を授業に生かそう －分析化
学の視点からの教材研究－

　この講習では、物質とその変化に関わる基礎的な内容を
扱い、日常生活に関連した化学現象や最新の化学技術の
解説を通して、「化学と人間生活」とのかかわりの指導上
知っておくべき基本的な法則や原理などの知識を学びま
す。また、実践的な指導力を身に付けることを念頭におい
て、分析化学の視点から酸塩基平衡、酸化還元平衡に関わ
る発展的な演習を行い、教育現場における環境分析の応用
例も紹介します。

金　継業（学術研究院理学系教授） 長野県松本市 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校・高等学

校の教諭（理科、
環境教育、総合）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505694号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】中学校高等学校の数学
から現代数学へ（A）

オンデマンド型
　数学はともすれば無味乾燥な学問と思われがちですが,
実際には様々な人々により長い年月をかけて形作られた文
化です。この講習では, 日本の中学校および高等学校で学
ぶ数学の主要な内容について, いつ頃どのように発見され
たかについて説明し, その後それらが現代数学にどのように
繋っていったかを解説します。これにより, 中学校と高等学
校の数学の歴史的位置付けを理解してもらうことが目的で
す。

玉木　大（学術研究院理学系教授） インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭
中学校・高等学
校の教諭（数学）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505695号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】物理法則の可視化
　高等学校の物理の教科書で扱う物理法則を、Excelを使っ
て可視化する方法を体験します。物理法則が表している現
象を視覚的に伝えることができるようになります。

志水　久（学術研究院理学系准教授） 長野県松本市 6時間 令和3年8月20日 教諭
高等学校教諭

（理科）
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505696号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】地球史から学ぶ自然災害
への備え

　理科における地学分野は、私達の生活の基盤となってい
る大地、すなわち地球の仕組みや成り立ちを学ぶことを目
的の１つとしています。地球のたどってきた変動の記録，す
なわち地球史の知識と理解は、私達が経験する可能性のあ
る様々な自然災害に対応するために必要です。堆積物など
に記録された洪水、津波、海水準変動の記録を読み解きな
がら、未来の災害や環境変動にどのように私たちが対応し
ていかなければならないかを考えるきっかけを提供したいと
思います。

保柳　康一（学術研究院理学系教授） 長野県松本市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

（理科）
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505697号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】アカマツの成長をエクセ
ルで解析してみよう（科学実験と
統計解析）

　生物学を含め、科学実験では統計解析は不可欠です。こ
の講習会ではエクセル（表計算ソフト）を用いた生物学演習
の例を紹介します。この講習会では、アカマツの年輪試料を
用いて、アカマツの成長の気象条件（気温、降水量、日射
量）との関係を調べます。エクセルではいくつかの関数を用
いて、簡単な統計解析を行います。

高橋　耕一（学術研究院理学系教授） 長野県松本市 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校・高等学
校の教諭（理科）

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505698号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】生物群集をエクセルとRで
解析する

　マクロ生物学では、主に生態学の分野で植物や動物の群
集を扱います。しかし、化学における実験のような、体験を
生徒に授ける機会は少ないと言えます。また、教員が生物
群集のデータを野外でどのように収集し、パーソナル・コン
ピュータで解析するのかを学ぶ機会も、大学卒業後は極め
て限られています。こうしたことから、野外でデータを集め、
エクセルや統計解析ソフトRを用いて、様々な解析を試み、
あるいはデータの解釈を行う授業を実施します。

島野　光司（学術研究院理学系准教授） 長野県松本市 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校・高等学
校の教諭（理科）

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505699号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子供の健康管理Ⅰ（生活
習慣病・心因性疾患や発達障
害・作業療法）（A）

オンデマンド型
　教職員として知っておいていただきたい子供の健康管理
について、「①青少年の生活習慣病の改善と予防」、「②子
供の心因性疾患や発達障害について」、「③学校教育にお
ける作業療法の現状と問題について」の３点を中心にわか
りやすく解説します。

日高　宏哉（医学部保健学科特任准教授）
新美　妙美（医学部医学科特任助教）

インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭、保育
教諭、養護教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505700号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子供の健康管理Ⅱ（感染
症・歯科指導・てんかん発作）（A）

オンデマンド型
　教職員として知っておいていただきたい子供の健康管理
について、「①子どもの感染症」、「②歯およびあごの発育と
小児の歯科・口腔疾患」、「③てんかんの正しい知識」の３点
を中心にわかりやすく解説します。

栗田　浩（学術研究院医学系教授）
福山　哲広（医学部医学科講師）
中村　千鶴子（医学部附属病院小児科助教）

インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭、保育
教諭、養護教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505701号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子供の健康管理Ⅲ（身近
な薬物依存・中毒・乱用・性に関
する指導・小児救急医療）（A）

オンデマンド型
　教職員として知っておいていただきたい子供の健康管理
について、「①薬物依存・中毒・乱用の正しい知識　～身近
な薬物依存と違法薬物の乱用～」、「②性に関する指導」、
「③小児救急医療」の３点を中心にわかりやすく解説しま
す。

森田　洋（学術研究院医学系教授）
坂口　けさみ（長野保健医療大学　教授）
三代澤　幸秀（学術研究院医学系助教）

インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭、保育
教諭、養護教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505702号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子供の健康管理Ⅳ（アレ
ルギー・子どもの発達と心理・性
教育）（A）

オンデマンド型
　教職員として知っておいていただきたい子供の健康管理
について、「①子どものアレルギーについて」、「②子どもの
発達と心理」「③性に関する指導を適切に行うため、月経の
メカニズムや性感染症の基本知識について」の３点を中心
にわかりやすく解説します。

金井　誠（学術研究院保健学系教授）
枡　千晶（学術研究院総合人間科学系助教）

インターネット 6時間
令和3年8月4日～
令和3年9月20日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭、保育
教諭、養護教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505703号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】総合学習の活用方法　ー
PCL（Problem Centered
Learning）学修実践論

　本講習では、社会や地域の現場で生じる問題等を起点と
して、必要な知識を学修・活用・実践する「Problem centered
Learning：PCL」の手法について実践的に学んでいただきま
す。現場･問題を起点とする学修方法の習得・導入は、生徒
達が学修意義や動機付けを経験的に理解することを加速
し、地域･社会へのコミットメント･アクションを促したり、キャリ
ア形成においても役立つことが期待されます。

丸橋　昌太郎（学術研究院社会科学系教授）
林　靖人（学術研究院総合人間科学系教授）

長野県北佐久
郡軽井沢町

6時間 令和3年8月18日 教諭
中学校・高等学

校の教諭
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505704号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】生命の健康学　医学・芸
術・教育の接点

　誰もが生命を与えられて生まれてくるにも関わらず、生命
の働きや生命の歴史の全体像、そして人間特有の頭、体、
心の関係性などを改めて学ぶ機会が少ないものです。現代
医学は「病気学」ですが、これからは「健康」とは何かと、共
に考える「健康学」の視点が大切です。体や心の健康は、医
学・芸術・教育の接点でもあります。個人と社会の病を防ぎ
健康を育むためにも、改めて生命の働きや、体・心と頭との
関係性を学びます。

稲葉　俊郎（社会基盤研究所特任講師）
長野県北佐久
郡軽井沢町

6時間 令和3年7月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505705号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】学校教育における1人1台
の情報端末の活用

　令和3年度よりGIGAスクール構想によって公立小中学校
のすべての児童生徒1人1台の情報端末が導入され，様々
な場面での活用が期待されています。いつでもどこからでも
学習情報にアクセスし，双方向の遠隔オンライン学習を実
施すること，学習の基盤である情報活用能力を育成すること
が主たる目的です。本講義では，はじめの一歩から少し踏
み込んだ活用まで，体験的に1人1台の情報端末の活用方
法について学びます。

佐藤　和紀（学術研究院教育学系助教）
長野県北佐久
郡軽井沢町

6時間 令和3年7月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
10044-
505706号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】教育を受ける権利と教育
の自由（Ｂ）

オンデマンド型
　日本国憲法には、教育を受ける権利（26条）が明記されて
います。この権利は、子どもの学習権と理解されています。
子どもの学習権と対になるのが、教育権です。この教育権
の主体、教育権の性質、公教育の位置づけについて、憲法
学や教育法学において、活発な議論がなされていますし、
判例の蓄積もあります。学習権と教育権をめぐる学説と判例
を理解していただき、教育実践に役立てていただきたいと思
います。

成澤　孝人（学術研究院社会科学系教授） インターネット 6時間
令和3年11月1日～
令和3年11月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505707号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】中学校高等学校の数学
から現代数学へ（Ｂ）

オンデマンド型
　数学はともすれば無味乾燥な学問と思われがちですが,
実際には様々な人々により長い年月をかけて形作られた文
化です。この講習では, 日本の中学校および高等学校で学
ぶ数学の主要な内容について, いつ頃どのように発見され
たかについて説明し, その後それらが現代数学にどのように
繋っていったかを解説します。これにより, 中学校と高等学
校の数学の歴史的位置付けを理解してもらうことが目的で
す。

玉木　大（学術研究院理学系教授） インターネット 6時間
令和3年11月1日～
令和3年11月30日

教諭
中学校・高等学
校の教諭（数学）

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505708号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子供の健康管理Ⅰ（生活
習慣病・心因性疾患や発達障
害・作業療法）（Ｂ）

オンデマンド型
　教職員として知っておいていただきたい子供の健康管理
について、「①青少年の生活習慣病の改善と予防」、「②子
供の心因性疾患や発達障害について」、「③学校教育にお
ける作業療法の現状と問題について」の３点を中心にわか
りやすく解説します。

日高　宏哉（医学部保健学科特任准教授）
新美　妙美（医学部医学科特任助教）

インターネット 6時間
令和3年11月1日～
令和3年11月30日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭、保育
教諭、養護教諭

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505709号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子供の健康管理Ⅱ（感染
症・歯科指導・てんかん発作）
（Ｂ）

オンデマンド型
　教職員として知っておいていただきたい子供の健康管理
について、「①子どもの感染症」、「②歯およびあごの発育と
小児の歯科・口腔疾患」、「③てんかんの正しい知識」の３点
を中心にわかりやすく解説します。

栗田　浩（学術研究院医学系教授）
福山　哲広（医学部医学科講師）
中村　千鶴子（医学部附属病院小児科助教）

インターネット 6時間
令和3年11月1日～
令和3年11月30日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭、保育
教諭、養護教諭

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505710号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】子供の健康管理Ⅲ（身近
な薬物依存・中毒・乱用・性に関
する指導・小児救急医療）（Ｂ）

オンデマンド型
　教職員として知っておいていただきたい子供の健康管理
について、「①薬物依存・中毒・乱用の正しい知識　～身近
な薬物依存と違法薬物の乱用～」、「②性に関する指導」、
「③小児救急医療」の３点を中心にわかりやすく解説しま
す。

森田　洋（学術研究院医学系教授）
坂口　けさみ（長野保健医療大学　教授）
三代澤　幸秀（学術研究院医学系助教）

インターネット 6時間
令和3年11月1日～
令和3年11月30日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭、保育
教諭、養護教諭

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505711号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/
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対象職

種
主な受講対象者

信州大学
【選択】子供の健康管理Ⅳ（アレ
ルギー・子どもの発達と心理・性
教育）（Ｂ）

オンデマンド型
　教職員として知っておいていただきたい子供の健康管理
について、「①子どものアレルギーについて」、「②子どもの
発達と心理」「③性に関する指導を適切に行うため、月経の
メカニズムや性感染症の基本知識について」の３点を中心
にわかりやすく解説します。

金井　誠（学術研究院保健学系教授）
枡　千晶（学術研究院総合人間科学系助教）

インターネット 6時間
令和3年11月1日～
令和3年11月30日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭、保育
教諭、養護教諭

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505712号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】食品データ科学〜基礎か
ら応用まで〜（Ｂ）

オンデマンド型
　健康長寿社会を実現するには、食品の化学およびデータ
解析の研究が欠かせません。本講習では、食品の健康へ
の影響を実際の研究事例とともに紹介します。食品成分に
ついて最先端の知見だけではなく、多くのデータを整理して
予測につなげる方法（機械学習の基礎）を学んでいただきま
す。

中村　浩蔵（学術研究院農学系准教授）
梅澤　公二（学術研究院農学系助教）

インターネット 6時間
令和3年11月1日～
令和3年11月30日

教諭
中学校・高等学
校の教諭（理科）

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505713号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】アフリカ、森の民のライフ
サイクルから学ぶ知恵（Ｂ）

オンデマンド型
　本講習では、中部アフリカの熱帯雨林地域に暮らしている
「ピグミー」と呼ばれる狩猟採集民の生活を、彼らのライフサ
イクルに着目しながら解説します。特に子供の教育や発達
に関わる事柄を視聴覚資料を用いて紹介します。私たちと
は自然・社会的環境が大きく異なる「森の民」の文化を学ぶ
ことを通じて、私たちの文化を見つめ直すためのヒントを提
供します。

分藤　大翼（学術研究院総合人間科学系准教
授）

インターネット 6時間
令和3年11月1日～
令和3年11月30日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（社会・
音楽・宗教・看

護・福祉・環境教
育），保育教諭

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505714号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学
【選択】人工知能ってすごいんで
すか（Ｂ）

オンデマンド型
　人工知能の発達で49％の仕事が10年後に消えると言わ
れる現代において、近い将来にどんな仕事が実際に不要に
なるかの見通しについて理解が深まります。そうした現代社
会の理解を通じて、児童・生徒たちの進路設計への助言に
参考となる知識が得られます。

鈴木　治郎（学術研究院総合人間科学系教授） インターネット 6時間
令和3年11月1日～
令和3年11月30日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、保育

教諭

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505715号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】英作文を教える

オンデマンド型
　英作文は英語の実力が端的に表れるため、単語レベルで
の読解から脱却する機会となり得ます。しかし英作文の指
導は、母語話者でなければ現実には難しいものです。そこ
で、本講習では、実際のエラーを素材にして、①辞書や学習
指導書の背後にある原理原則と、②日本語話者であるとい
う理由で起こるエラーの背景、の二つを探っていく、という作
業を通して、英作文という素材の、日本語話者である教員な
らではの使い方を提案します。

加藤　鉱三（学術研究院総合人間科学系教授） インターネット 6時間
令和3年11月1日～
令和3年11月30日

教諭
中学校・高等学
校の教諭（英語）

6,000円 50人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505716号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

信州大学 【選択】ジェンダーと教育（Ｂ）

オンデマンド型
　人間は性別によって二分され、女あるいは男であるがゆえ
に、その人生の送り方や選択が制限されている面が少なく
ありません。差別されるのは女性であると考えられがちです
が、男性もジェンダーに縛られ、苦しんでいる人は多く存在
します。先生方自身がジェンダー規範から自由になること、
そして児童・生徒の人生の選択が広がるような教育の可能
性を探ります。

加藤　善子（学術研究院総合人間科学系准教
授）

インターネット 6時間
令和3年11月1日～
令和3年11月30日

教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 40人
令和3年9月3日～
令和3年9月13日

令03-
10044-
505717号

0263-37-2428
(内線： 2417)

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/kyoin
-menkyo/

静岡大学 【選択】子ども虐待と精神疾患

子ども虐待に関連があるあらわれの問題や精神疾患につ
いて医学的な見地から説明する。後半では小グループによ
る模擬症例の検討と成果発表を行い、参加者間での知見の
共有を図る。

髙貝　就（浜松医科大学　医学部 児童青年期
精神医学講座 特任教授）

静岡県浜松市 6時間 令和3年7月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼保連携型認定
こども園教諭・幼
稚園教諭・小学
校教諭・中学校
教諭・養護教諭・
栄養教諭向け

6,000円 50人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503904号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】学校における感染予防と
発症時の対処とケア―学校感染
症とCOVID-19を中心に―

新型コロナウイルス（COVID-19）、インフルエンザ、ノロウイ
ルスの実態に加えて、学校における適切な感染予防と発症
時の迅速な対処とケアについて解説します。こどもを中心に
市中に急速に伝播する流行性ウイルス疾患などの実態と対
応する教職員の感染予防について解説します。環境消毒に
用いる消毒薬の取り扱いについても解説します。

脇坂　浩（浜松医科大学　医学部　臨床看護学
講座 教授）

静岡県浜松市 6時間 令和3年7月20日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 30人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503905号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】SDGｓの達成に向けた消
費者教育～持続可能な社会をつ
くるエシカル消費～

SDGs(持続可能な開発目標)が社会の大きな課題となってい
る中、身近に取り組める活動としてのエシカル消費に注目
が集まっています。本講習ではエシカル消費の具体的な学
習について学びます。また、民法の成年年齢の引き下げに
より若年者が消費者契約トラブル等に巻き込まれる可能性
が高まることが予想されていることを受け、消費者教育の実
践内容を紹介します。学校での授業実践にあたっては、消
費者教育コーディネーターを通じた消費生活相談員などの
外部講師の活用も可能です。そうした学習支援体制につい
ても紹介します。

山本　隆太（学術院　融合・グローバル領域 准
教授）

静岡県静岡市 6時間 令和3年7月20日
教諭

養護教
諭

SDGsの教育や消
費者教育に関心
のある教諭、養

護教諭

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503906号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】水害から命を守るための
防災教育

学習指導要領の改訂により、防災教育がより一層重要とな
りました。また近年の相次ぐ水害を踏まえ、国や静岡県、各
市町では水害への新たな取組みが進められています。本講
習は静岡県の水害防災に特化した講習として、県内の地
形・気象といった自然環境から、国や県、市での水害対策ま
でを扱います。防災官庁の施設見学（サイポス）、水害ワー
クショップ（防災タイムライン）の紹介を通して、学校での水
防災教育を考えます。

山本　隆太（学術院　融合・グローバル領域 准
教授）

静岡県静岡市 6時間 令和3年7月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 25人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503907号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】英語教師のための言語学

中学校や高等学校の生徒が英語学習の際に直面する問題
点や困難点について、英語学・言語学・第二言語習得という
観点から見直す。さらに、その解決方法を授業指導の中で
実践できるように知見を広げ、英語の指導力を向上させる。
「理論的に整理して思考できる英語指導力」について再考す
る機会にしたい。

寺尾　康（静岡県立大学　国際関係学部 教授）
須田　孝司（静岡県立大学　国際関係学部 教
授）

静岡県静岡市 6時間 令和3年7月26日 教諭
中学校・高等学
校英語教諭向け

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503908号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】教員のための食事・食品
と健康のポイント

前半部分では、主に大豆を取り上げて栄養成分や機能成分
と加工・調理の関係について概説し、人類が培ってきた食品
加工技術と食文化の関わりについて考察したい。
後半部分では、健康に関して子供にも問題となっている肥
満・糖尿病についての概説と栄養教諭として必要な食物ア
レルギー、アナフィラキシーについて説明する。さらに、医
学、医療全般の守秘義務を含めた倫理的な内容についても
概説する。

下山田　真（静岡県立大学　食品栄養科学部
教授）
保坂　利男（静岡県立大学　食品栄養科学部
教授）

静岡県静岡市 6時間 令和3年7月27日
教諭

栄養教
諭

理科及び家庭科
教諭、中学校・高
等学校・中等教
育学校栄養教諭

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503909号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】わかりやすい気象災害と
身の守り方

気象災害から児童・生徒や教職員の安全を確保するのに必
要な知識を得るため、静岡県における雨の降り方の特徴な
どの気象の特性を理解した上で、台風情報・天気予報・暴風
警報・大雨警報などの情報について知り、その正しい使い
方を学びます。また、静岡地方気象台の施設見学に加え、
天気予報や防災気象情報を役立てながら大雨の気象災害
から身を守ることを考えるワークショップを行います。

山本　隆太（学術院　融合・グローバル領域 准
教授）

静岡県静岡市 6時間 令和3年7月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 25人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503910号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】過疎地の持続可能なコ
ミュニティと教育づくり（野外編）

持続可能な社会づくりの担い手（新学習指導要領では<創り
手>）を育む教育である「持続可能な開発のための教育」
（ESD）は、新学習指導要領の全体において基盤となる理念
とされている（中教審答申2016年12月、 p.240）。本講習で
は、新学習指導要領の考え方を概説した上で、ESDのカリ
キュラム・授業案を構想することを目的として、持続可能な
地域づくりに取り組んでいる川根本町の自然・地理及び産
業・施設等のフィールドワークを行う。

梅澤　収（学術院 教育学領域 教授）
静岡県榛原郡
川根本町

6時間 令和3年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503911号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】SDGs達成に向けて静岡
の気候変動を学ぶ・教える

気候変動が深刻化している昨今、日本各地でも台風などの
災害が大きく報じられています。また世界に目を向けると、
若者が気候変動に対するアクションを起こし、ヨーロッパを
中心として大きな社会変化が起こっています。本講習では、
こうした気候変動をめぐる世界の最新の動向について理解
した上で、静岡での自然環境と社会の変化を具体的に理解
しながら、その学び方や教え方について考えます。

山本　隆太（学術院　融合・グローバル領域 准
教授）

静岡県静岡市 6時間 令和3年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503912号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】場合の数

はじめに、具体的な事柄の起こり得る場合を表や図や集合
を用いて表し、数えることについての考察をします。次に、表
や図や集合による表し方を踏まえ、起こり得る場合の総数を
求めます。最後に、場合の数を求めるときの、区別するしな
いの意味について述べます。小学校算数科、中学校数学
科、高等学校数学科の教科書に載っている例題や問題を扱
います。

谷本　龍二（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月2日 教諭

小学校教諭、中
学校数学科教

諭、高等学校数
学科教諭

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503913号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】新しい化学の世界をひらく

化学の主要４分野である有機化学、無機化学、物理化学、
生化学について基礎から最新トピックスまでを解説する。こ
の講習を通じて有機化合物からなる結晶の構造と機能、金
属錯体の構造と性質、化学結合の成り立ちや物質がもつ多
様な性質の起源、分子をプローブとして生体高分子の機能
を解明する手法などの基礎について理解することを目指
す。また、中学、高校で学ぶ化学の範囲において、その発展
と社会情勢との関連を紹介する。

山本　歩（学術院 理学領域 教授）
関根　理香（学術院 理学領域 教授）
守谷　誠（学術院 理学領域 講師）
関　朋宏（学術院 理学領域 講師）

静岡県静岡市 6時間 令和3年8月2日 教諭
中学・高校の理

科教諭
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503914号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】日本音楽の指導　～口唱
歌を学ぶ～

新学習指導要領・音楽科には、和楽器の指導で伝統的に用
いられてる「口唱歌（くちしょうが）」の活用が明記された。
「口唱歌」には、「間」、「音色」、「奏法」等、日本音楽の様々
な楽器の伝承・学習・演奏に必要な多くの音楽的な要素が
織り込められている。この講習会では、箏の口唱歌を歌うこ
とを通じて、日本音楽の鑑賞指導につながる知識を習得し、
箏曲を起点として日本音楽の理解のヒントを学ぶ。

長谷川　慎（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月2日 教諭
小・中・高等学校

音楽科教諭
6,000円 20人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503915号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】効果的な運動指導のヒン
トを探る

講習の前半では、スポーツ運動学における運動学習の一般
理論を教室で講義します。後半では、体育館において器械
運動の実技を行います。器械運動はマット運動を取り上げる
予定です。学校体育における効果的な運動指導のヒントを、
受講生の皆さんで考えていただければありがたいです。

岡端　隆（学術院 教育学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月2日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
の保健体育教諭

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503916号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】設計と情報通信から技術
科の授業を考える

講義前半は、技術の定義から始まり、科学と技術の違いや
技術の基本となる概念について解説した後、技術教育の特
徴である設計を充実させて技術科の授業についてみなさん
と考えたいと思います。講義後半は、現在の社会情勢を踏
まえた技術の在り方や情報通信ネットワークに関する指導
の必要性を解説した後、コンピュータを利用した演習を行う
ことで、今後の技術科の授業についてみなさんと考えを深め
ていきたいと思います。

紅林　秀治（学術院 教育学領域 教授）
室伏　春樹（学術院 教育学領域 講師）

静岡県静岡市 6時間 令和3年8月2日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（技術・
家庭科）・高校教
諭（工業、情報）

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503917号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】発達障害・精神障害をも
つ子どもの理解と対応

発達障害・精神障害についての基礎的な知識と対応の留意
点について学ぶ。発達障害・精神障害の状態像および心理
に関する講義を踏まえ、具体的事例に関する参加者同士の
ディスカッションや意見交換などを通して、発達障害・精神障
害を持つ児童生徒や保護者を理解し、適切に対応するため
の知識と技能を身につける。

村上　広美（学術院 教育学領域 講師） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月2日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503918号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】初めてのプログラミング

学習指導要領の改訂に伴い、小学校でプログラミング教育
が始まりました。また、中学校技術・家庭科、高校情報科も
プログラミングを重視した内容になります。そこで、プログラ
ミング教育を担当される先生方はもちろん、担当されない先
生方にも「プログラミング的思考」とは何か、プログラミング
の学習成果をどのように評価するのかを理解していただくこ
とが大切と考えます。この講習では、小学生向けの教材を
体験しながら理解を深めますので、プログラミング未経験者
でも安心して受講できます。さらに、「GIGAスクール構想」に
より1人１台の端末環境になりますので、活用方法や運用課
題について情報共有をしていきます。

髙橋　等（静岡産業大学　情報学部 教授）
永田　奈央美（静岡産業大学　情報学部 准教
授）

静岡県藤枝市 6時間 令和3年8月3日 教諭

幼稚園・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

校の教諭

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503919号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】漢字の魅力を探る

漢字について、その成り立ちや、表意性・豊かな造語力など
の基礎的な特性を学ぶとともに、現代日本語における漢字
の意義や特性などについて、その教材化を視野に入れつつ
学んでいく。漢字にまつわる多彩で興味深い話題を盛り込
みながら、漢字の概要とその魅力を探っていきたい。

江口　尚純（学術院 教育学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月3日 教諭
小学校・中学校
の国語科担当教

諭
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503920号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】社会科・地理分野におけ
る最近の地図整備と利用

本講習では、社会科・地理分野の中でも、最近の地図整備
やその利用に関する内容を中心に取り扱う。最新の学習指
導要領において社会科では、各学校種とも地図を利活用し
た学習が取り上げられている。また、情報技術の進展によ
り、地理情報システム（GIS）が普及してきたが、その利用や
考え方の重要性も扱われるようになっている。本講習では
昨今の地図整備や地理情報システムの普及、およびその利
用をめぐる動向や考え方を紹介し、地図を利活用した授業
構想や教材開発の一助としたい。

佐藤　正志（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月3日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の社会

科教諭向け
6,000円 30人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503921号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】科学的探究と育成すべき
資質・能力からみる理科授業づく
りの展望

本講座は、理科授業の基礎ともなる「科学的探究」に着目し
ながら、理科において育成すべき資質・能力について整理し
ていきます。特に、今後の理科教育において重要視される
であろう資質・能力について、その特徴や課題について触れ
ながら、具体的な理科授業づくりを考えていきます。例え
ば、科学的な根拠を伴った判断力の育成や、創造性の育成
を実現するための理科授業づくりについて近年の動向を踏
まえながら考察していきます。その基礎として演習形式の活
動も予定しています。

山本　高広（学術院 教育学領域 助教） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月3日 教諭
小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503922号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】絵巻物の複製を使った鑑
賞とその応用としての漫画制作

新学習指導要領の図画工作・美術では鑑賞の大切さが強
調されている。この講習では日本美術史上での最高傑作と
されている鳥獣戯画絵巻などの実物大のレプリカを鑑賞す
る。特にこの絵巻は漫画の王様といわれた手塚治虫がこれ
こそ漫画の原点であるといったように、コマ割りや吹き出しこ
そないが、連続してウサギ、カエル、キツネ、サルたちが遊
びに興じている様子は精巧な複製によって初めてその面白
さが理解できる。この講習ではそういった絵巻物の複製を用
いた鑑賞を行うとともに、それを応用した漫画制作をするこ
とにより、絵巻物の素晴らしさを理解したい。

大宮　康男（学術院 教育学領域 教授）
占部　史人（学術院 教育学領域 講師）

静岡県静岡市 6時間 令和3年8月3日 教諭
小・中学校美術

科教諭向け
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503923号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】幼稚園・小学校における
ESD

ワークショップ等を取り入れながら、ESD for 2030（持続可能
な社会づくりの創り手を育む教育）の理念を学んでいきま
す。主な内容は「ESD for 2030とは」「幼稚園教育要領・小学
校学習指導要領とESD」「持続可能な社会の特徴と教育」
「社会教育施設、企業、NPOなどの取り組み」「ユネスコス
クールの実践」などを予定しています。特支・義務教育学校
についても受講可能です。

田宮　縁（学術院 教育学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月3日 教諭
幼稚園、小学校

教諭向け
6,000円 25人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503924号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】情報モラル教育－子ども
とメディアの現状とその指導方法
－

具体的な事例を通して、情報モラル教育についての理解を
深め、情報モラル教育に関する授業づくりの力量を形成す
ることを目指す。特に、インターネットや携帯電話、テレビ
ゲーム、個人情報、情報セキュリティなどを取りあげる。小・
中学校における事例を多く扱うため、主な受講対象者は小・
中学校教諭とするが、高校教諭および養護教諭も受講可能
である。

塩田　真吾（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月3日
教諭

養護教
諭

小学校、中学校
の教諭、養護教

諭向け
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503925号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】コンピュータを使用したグ
ラフィックデザインの技法

「みる」ことに焦点をあてながら、手作業で産出された造形
素材を構成要素として、ひとつのデザイン作品（ポスター）を
制作します。素材作成からデータ化、グラフィックソフトによ
る画像編集、レイアウトまで一連のグラフィックデザインの工
程を体験しながら、作品完成を目指します。前半は形の産
出、後半はコンピュータでの作業が中心となります。全般的
に作業が伴いますので、少人数での開講を予定していま
す。

小林　克司（静岡産業大学　情報学部 教授） 静岡県藤枝市 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
の美術科教諭向

け

6,000円 25人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503926号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】18歳選挙権と主権者教育

本講習では、日本の若者の政治意識や、日本や世界の主
権者教育など、主権者教育に関する基本的事項を取りあげ
る。授業では、すぐに活用できる主権者教育について、新聞
社によるNIEの手法（新聞を活用した学習法）を用いたワー
クショップも開催する。主に高等学校の主権者教育を念頭に
おくが、主権者教育に関心のある小中学校教諭の受講も歓
迎である。

井柳　美紀（学術院 人文社会科学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月4日 教諭

高校教諭、主権
者教育に関心の
ある小中学校教

諭

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503927号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】ゲノム編集技術の原理と
実際

急速に普及し、産業利用も進められているゲノム編集技術
について、その遺伝子改変の原理に関する講述を行うととも
に、実際の手法についても実際の研究材料を用いて紹介
し、より確実な理解を促す。最新技術を理解することで理科
教育のさらなる質的向上を図る。

徳元　俊伸（学術院 理学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校・高等学
校理科教諭向け

6,000円 20人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503928号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】児童生徒の体力と遊びの
関係を考える～体力を診る、動き
を視る、発育発達を看る～

近年、子どもの体力低下が問題視されている。課題解決の
ため運動は欠かせないが、具体的な手立ての構築には、ま
ず体力レベルの分析が求められる。そのひとつに既存の体
力テストによる定量化があるが、これに加え「動き・できば
え」を捉えるなど総合的な評価が必要と指摘されている。本
講習では、自身を含む健康や体力の現状と課題を確認し、
体力の評価と動きを捉えることの重要性と的確な処方や助
言について、演習も通して共に考える。

祝原　豊（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月4日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校の保健体育科
教諭、養護教諭

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503929号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】音楽づくり

音楽の授業で敬遠されがちな「音楽づくり」について、具体
的な提案をおこないます。３音による即興演奏から５音音階
による即興演奏を経て和声進行に合うメロディ創作へと段階
的に進めます。併せて①和声法、②コードネーム、③非和声
音、④メロディと和声の関係、などについても理解を深めま
す。

長谷川　慶岳（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月4日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校の音楽

科教諭
6,000円 17人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503930号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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静岡大学 【選択】食に関する指導

近年、学校給食を「生きた教材」とした食育への期待と推進
は増し、各教科に、それぞれの特質に応じた食に関する指
導と食育の視点が組み込まれてきた。しかし、各教科で食
育の視点から授業展開するには、教科教員側の食に関する
知識が十分であるとは言い難い。そこで栄養教諭とのTTを
用いた授業展開が望まれる。よって、本講習では、食に関す
る指導の手引き第2改定版を用い、各教科における食に関
する指導の展開を解説した後、グループワークによって、各
教科に応じた栄養教諭の関わり方を議論していく。

竹下　温子（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月4日
教諭

栄養教
諭

中学校家庭科教
諭、栄養教諭

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503931号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】特別支援教育：発達障害
児の理解と教育的支援

発達障害に関する理解と対応のあり方に関して関連する理
論的背景や概念などに関する講述を行うとともに、具体事
例に関するディスカッションや意見交換を参加者同士で行う
ことを通して教員としての力量のさらなる質的向上を図る。
また、特別支援教育や発達障害に関する最新の情報や行
政の動向についても解説し、知見を深める。

大塚　玲（学術院 教育学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月4日 教諭
小・中学校教諭

向け
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503932号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】静岡市内で見て学ぶ防災
フィールドワーク学習

本講習は、静岡での水害に対する防災教育を考えることを
目的として、静岡市内にある防災に関する施設や地形・史
跡などをバスを使い巡るフィールドワークです。防災に関す
る最新の知見について専門家の講義を聞いた上で、実際に
堤防や河川、放水路等の市内の施設を見学する。また、地
図やスマートフォンといったツールを活用し、野外での防災
学習の指導上のポイントや資質能力の評価について考え
る。

山本　隆太（学術院　融合・グローバル領域 准
教授）

静岡県静岡市 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

（主に社会科・理
科）

6,000円 14人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503933号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】比較文学の視点

国文学（国語）という名称は存在するが、文学や言語は決し
て国単位で孤立して存在しているわけではない。また個々
の芸術もその境界を超えて異なるジャンルの芸術と相互に
影響を与えあっている。講習では比較文学の概念を簡潔に
提示したのち、（１）日本文学の海外受容における歴史と問
題点、（２）芸術間翻訳としての小説と映画の諸問題を論じ
る。

田村　充正（学術院 人文社会科学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月5日 教諭
高等学校教諭

（国語科）
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503934号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】タンパク質の構造・機能・
分解と、タンパク質に関する諸問
題

タンパク質は細胞を構成する主要な構成成分であり、生体
内では20種のアミノ酸が鎖状に連結してできている。生体内
には数多くの異なるタンパク質が存在し、それぞれのタンパ
ク質は多様な機能を果たしている。この講習では、まずタン
パク質の初歩的な事項を説明し、その後、タンパク質の構
造、機能、分解機構、またタンパク質がもたらす疾患に関す
る最近の知見を分子生物学的観点から紹介する。また、タ
ンパク質に関する社会的な問題も紹介する。

木村　洋子（学術院 農学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校・高等学
校理科教諭向け

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503935号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】木材加工および電気工作

テーマ（１）伝統技術である曲げ木技術の紹介と薄板曲げ木
製作体験、及び薄板曲げ木を用いた小物入れボックス（曲
げわっぱ形状）の製作を行います（完成品は評価後、お持ち
帰ります）。また、木材を用いたものづくり（楽器や家具、木
造建築も含み）における曲線材の機能的と審美的重要性、
及び薄板曲げ木を用いた様々な学校教材を紹介します。
テーマ（2）LEDの発光原理と使用方法について学習します。
災害時転用可能な定損失レギュレータを用いたLED懐中電
灯回路の製作を通じて光を使った電気回路の知識と技術を
習得する。

鄭　基浩（学術院 教育学領域 准教授）
改正　清広（学術院 教育学領域 准教授）

静岡県静岡市 6時間 令和3年8月5日 教諭
小・中学校の技
術家庭科教諭、
高校の情報教諭

6,000円 15人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503936号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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静岡大学
【選択】英語によるエッセーの書
き方

この講習は英語のエッセーを書く能力をさらに伸ばすことを
主な目標とする。はじめに、エッセーを書くことはなぜ大切な
のか、そして日本語と英語のエッセーの構成を比較する。次
は、様々なトピックについてのエッセーを書くための実践的
な活動を行う。最後に、英語のエッセーの書き方をより効果
的に生徒に教える方法を考える。英語および日本語で行う。

クレメンツ　ピーター（学術院 教育学領域 准教
授）

静岡県静岡市 6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校・高等学

校英語教諭
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503937号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】多様性・共生社会に向け
ての、新たな多職種連携、協働
のあり方

養護教諭、栄養教諭の職務の基本を理解した上で、現代的
健康課題（多様性・共生社会に向けての課題を含む）を捉
え、新たな専門職の役割、職務内容、専門力を考える。ま
た、日常執務の中から心身の健康課題（食物アレルギー、
摂食障害、偏食等）に対する養護教諭と栄養教諭の対応に
ついて、様々なケース（外国にル－ツを持つ子供、家庭環境
に課題のある子供、発達障がい、肥満等）を基に分析し、具
体的な対応とともに他職種との連携・協働の実際を学習す
ることによってチーム学校における専門職のあり方について
追求する。

鎌塚　優子（学術院 教育学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月5日

養護教
諭

栄養教
諭

養護教諭、栄養
教諭向け

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503938号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】道徳教育を創る

受講者が以下のような知識や能力を身につけることを目指
します。１）道徳教育の基礎理論および歴史について理解す
る。２）「特別の教科道徳」を組み立てる上で必要となる知識
と教材開発の方法を習得する。３）授業の根幹となる個々の
「教育哲学」（TeachingPhilosophy）を明確なものとする。

藤井　基貴（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月5日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭

向け
6,000円 39人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503939号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】学校外の教育資源を考え
る～地域や社会教育との関わり
方～

教育の目的である「人格の完成」に立ち返り、学校教育にお
いて「社会に開かれた教育課程」を展開にするにあたって
は、社会のあらゆる教育資源や教育環境を見つめ直すこと
が重要と考えられます。学校以外の教育資源にはどのよう
なものがあるか、学校はそれらとどのように関わり、どのよう
な教育環境を作り上げていったらよいのか、特に地域や社
会教育との関わり方を中心に検討します。講義内容はすべ
ての校種に関係があるので、受講対象者は、全教員です。

松永　由弥子（静岡産業大学　情報学部 教授） 静岡県藤枝市 6時間 令和3年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503940号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】漢字の言語文化

この講義では、中国文学・中国史学・中国哲学という「文史
哲」三領域が相互に交差する各種文献を取り上げながら、
その言説構造の分析と検討によって、より中国的な思考や
感性のあり方を確認していきたいと思う。悠久の歴史を持つ
中国古典を根底から支えてきた大きな柱の幾つかに言及し
ながら、「漢字の言語文化」について広く深く考察していきた
い。

埋田　重夫（学術院 人文社会科学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月6日 教諭
高等学校国語科

教諭
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503941号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】先史時代の研究と歴史教
育との関わり

①ホモ・サピエンス（我々と同じ現生人類）の出現と拡散、②
後期更新世から完新世への環境変化と人類社会の変化、
に関する研究成果について紹介する。①からは人間の成り
立ちや特性について、②からは自然環境と人間社会との関
係を考えるための基礎的な情報について、知ることができ
る。それらのテーマについて教えるためにどのような資料が
あるのか紹介するとともに、そうした研究成果を歴史教育の
中でどのように活かすことができるのか意見交換をしながら
考える。

山岡　拓也（学術院 人文社会科学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校社会科教
諭・高等学校地

理・歴史教諭向け
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503942号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】木材利用と地球環境−木
材接着が果たす役割−

近年、地球環境保全や資源の有効・リサイクル利用が叫ば
れています。樹木は二酸化炭素を固定しますが、住宅解体
材をチップとし接着剤で成形して再利用すれば、より長い間
二酸化炭素の固定ができます。資源の有効利用、リサイク
ル利用をする場合に接着技術は大変重要です。このような
木材利用と地球環境の話、またそこに木材接着技術が大き
く関わっていることなどを中心に、接着の基礎的な話から、
室内空気質や最新の接着技術まで、広く話題提供したいと
思います。また、木材接着を体験して貰うために合板の作製
を行いたいと思います。

山田　雅章（学術院 農学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校・高校の
理科・技術科・工
業科教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503943号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】図画工作科における表現
及び鑑賞の題材開発

本講習では、講義や演習等を通して、図画工作科の目標や
指導内容及び方法について理解を深め、表現と鑑賞の題材
開発及び研究の可能性について考えます。講義や演習を通
して、鑑賞の意義や魅力、その方法等について理解を深め
たり、表現の意義や魅力、材料・用具の特性について理解
を深めたりして、題材の可能性を探ります。

髙橋　智子（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校教諭、中
学校の美術科教

諭
6,000円 30人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503944号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】現代の生活課題から考え
る家庭科「家族」「保育」の学び

子どもの生活における課題とその背後にある家族・家庭の
実態や変容に着目し、家族関係学及び保育学の理論や到
達点を踏まえ、家庭科における「家族」「保育」の学びをひら
く教材を考えます。「子育て」や「子育ち」をめぐる現代的課
題を取り上げながら、「家族」「保育」にかかわる家庭科教育
の授業を構想するための授業力向上を目指します。主な受
講対象者は、中学校及び高等学校の家庭科教諭とします
が、小学校教諭も可とします。

冬木　春子（学術院 教育学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年8月6日 教諭

中学・高校の家
庭科教諭とする
が、小学校教諭

も可

6,000円 30人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503945号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】「危害」の倫理学

倫理学は、何が「正しい行為」で、何が「不正な行為」なのか
を研究する学問である。それらがどういった行為なのかにつ
いては、これまでの倫理学の歴史のなかで、諸論者が多種
多様な主張を行ってきたが、本講習では、そうした倫理学者
の一人であるジョン・スチュアート・ミルが重視した「危害」を
主題とする。というのも、そうした危害という概念を用いるこ
とで、中・高の社会科の授業でも扱われる現代社会の諸問
題の何が問題なのかが明らかとなるからである。さらに、そ
うした諸問題に我々はどう対処すべきなのかについても論じ
る。

米原　優（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県浜松市 6時間 令和3年8月9日 教諭
中学校・高等学
校社会科教諭向

け
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503946号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】児童・生徒の豊かなス
ポーツ生活をトータルデザインす
る

近年、児童・生徒を取り巻くスポーツ環境においては様々な
問題が生じている。例えば、スポーツ空間の喪失やクラブ活
動の如何などである。本講習では、「豊かなスポーツ生活を
トータルデザインする」と題して、そもそも、子どもたちにとっ
ての豊かなスポーツ生活とは何かについて、思考・議論を促
したいと思う。そして、それらを総合的にデザインする“経営
学的展開”について、共通理解を図るものとしたい。

村田　真一（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県浜松市 6時間 令和3年8月9日 教諭
小・中学校教諭、
高等学校教諭

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503947号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】作業療法からみた発達障
がいの理解と支援について

支援を必要とする子どもたちに対する幼稚園や学校におけ
る支援について紹介する。特に作業療法のひとつである感
覚統合の視点から、子どもたちの理解を深める。さらに参加
者が実際に気になる児童生徒に対する支援ついて、グルー
プワークを通して考える。参加型の内容を積極的に取り入
れていく予定である。

伊藤　信寿（聖隷クリストファー大学　リハビリ
テーション学部 教授）

静岡県浜松市 6時間 令和3年8月9日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭、特
別支援学校教

諭、養護教諭向
け

6,000円 50人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503948号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】在日外国人児童生徒の
教育問題

公立小中学校に在籍する外国人児童生徒が年々微増する
なか、彼らを担当することに戸惑う教師は少なくない。なぜ
なら、これらの児童生徒は教師が持つ教育観、平等観など
にゆさぶりをかけるからだと考えられる。外国人児童生徒の
教育の機会を保障するために日本人児童生徒同様の扱い
でいいのか、外国人児童生徒への特別扱いは公平性を損
なう意味となるのか。これらの課題を教育社会学の観点か
ら取り上げる。更に外国人児童生徒の進学・進路につなが
る学力問題に触れ家庭・学校・地域の三者連携とその取り
組みについて解説する。

ヤマモト・ルシア　エミコ（学術院 教育学領域 准
教授）

静岡県浜松市 6時間 令和3年8月9日 教諭
小学校・中学校・
義務教育学校教

諭向け
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503949号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】物語を読む方法

物語を読むための方法を学ぶ。①小学校国語教科書掲載
の「はなのみち」（岡信子）、②中学校国語教科書掲載の「走
れメロス」（太宰治）、③高等学校国語教科書掲載の現代女
性作家の短篇小説（作家・作品未定）を取り上げ、読解す
る。〈何が書かれていないか〉を明らかにすることを目指す。
一部グループワークを行う予定。主に中高の国語教諭向け
だが、小学校教諭の受講も可能。

中村　ともえ（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県浜松市 6時間 令和3年8月10日 教諭
中学校・高等学
校国語教諭向け

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503950号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】私たちの生活を支える数
学

オムニバス形式の授業です。
岡本担当：データ解析等で必要となる確率論の基礎につい
て、例題等を交えて講義する。
大内担当：確率論が情報通信の分野で、どのように利用さ
れているかについて紹介する。
武田担当：確率が安全性や信頼性を評価する上でどのよう
に利用されているかについて紹介する。
安藤担当：グラフ理論の基礎についてその生活及び産業へ
の応用を交えて解説する。

岡本　正芳（学術院 工学領域 准教授）
大内　浩司（学術院 工学領域 准教授）
武田　和宏（学術院 工学領域 准教授）
安藤　和敏（学術院 工学領域 准教授）

静岡県浜松市 6時間 令和3年8月10日 教諭
高等学校の理数
系教科・科目担

当の教諭
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503951号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】生産現場における理科教
育の重要性

午前中は、生産現場の技術者・研究者に求められる能力は
何か、また、電気電子工学や計測工学など理科分野の様々
な原理や知見、学習内容がどのように工学に応用されてい
るか、例を挙げながら解説する。午後は、２グループに分か
れて、(1)コンピュータを用いた機械設計と３Ｄプリンターによ
る実体化を通じた最新ものづくり技術の体験実習、または、
(2)電気回路の過渡現象についての理解を深めるために電
気自動車の模型作製を行う。実習の製作物は、その後の教
育利用の参考として持ち帰ることができる。

伊藤　友孝（学術院 工学領域 准教授）
犬塚　博（学術院 工学領域 教授）
池田　浩也（学術院 工学領域 教授）
木村　元彦（学術院 工学領域 教授）

静岡県浜松市 6時間 令和3年8月10日 教諭
中学校・高校の
理科・技術科・工

業科教諭
7,500円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503952号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】21世紀型授業設計論

知識基盤社会の到来とともに、学校教育にも大きな変化が
求められている。21世紀型スキルと呼ばれている「答えが必
ずしも一つに定まらない複雑な課題を他者と協調して解決
する」ための理解、技能、態度といったものを育成するため
には、新しい授業設計の考え方が必要である。この講義で
は、こうした設計に関わる内容を、実習を通して学んでいく。

大島　純（学術院 情報学領域 教授） 静岡県浜松市 6時間 令和3年8月10日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭
6,000円 30人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503953号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】観測と理論から眺める太
陽・地球

本講習では、小型望遠鏡キットの組み立てと、それを用いた
太陽観測（雨天時には模擬星空観測）の実習を行います。
同時に、太陽・地球を始めとする太陽系内の天体の運動の
背後に潜む物理学を講義にて紹介します。これにより、望遠
鏡の基本的な原理とその使い方の初歩を学び、観測と理論
の両面から太陽系の天体とその運動についての理解を深
めます。

古賀　幹人（学術院 教育学領域 教授）
内山　秀樹（学術院 教育学領域 講師）

静岡県浜松市 6時間 令和3年8月11日 教諭
小学校教諭、中
学校・高校の理

科教諭向け
7,500円 20人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503954号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】英語の音声，日本語の音
声

英語の発音について日本語との比較という観点から概観し
ます。日本語を母語とする学習者にとって困難と思われる項
目を中心に、個々の音から韻律と意味の関係まで幅広く扱
い、英語の発音の仕組みおよび日本語訛りの英語の特徴
について理解を深めることを目標としています。併せて、得
た知識を実践と結びつけための発音練習と音声指導につい
ての意見交換を行います。専門的な知識は前提としません
ので、どなたでも受講可能です。

河村　道彦（学術院 教育学領域 教授） 静岡県浜松市 6時間 令和3年8月11日 教諭
小学校教諭およ

び中学校・高等学
校の英語科教諭

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503955号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】子どもの人権とジェン
ダー・セクシュアリティ

本講義では、子どもの発達過程における性の問題、特にセ
クシュアリティやジェンダー（社会・文化的な性差）に焦点を
あて、性の多様化と子どもの人権について理解を深める。
性同一性障害を含むLGBT（性的少数者）の割合は日本で
は約8％と言われており、学校現場においても重要な問題で
ある。また性自認や性意識は恋愛や結婚、家族形成などに
直結する課題でもある。この面についても考えていきたい。

笹原　恵（学術院 情報学領域 教授） 静岡県浜松市 6時間 令和3年8月11日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503956号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】古代語の活用とその変遷

古典文法と現代語文法には様々な差異があり、そうである
が故に古典文法学習は必須となっている。
殊に学習者にとって理解が必要なのは、活用に関わる両者
間の相違であると言える。
本講習では、二つの文法にどのような違いがあるか、その
違いはなぜ生じたのか、それらをどのように解説すれば学
習者は理解しやすいか、といった諸点を中心に扱う。

深津　周太（学術院 教育学領域 講師） 静岡県三島市 6時間 令和3年8月16日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭向

け
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503957号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】日本近現代史を問い直す
―被差別部落・沖縄・ジェンダー
―

本講義では、被差別部落、沖縄、ジェンダーの三つの問題
に焦点を当ててそれぞれの歴史を講義し、明治維新から現
代までを見通す。それぞれの視点から日本の近現代史を捉
え返すことによって、歴史認識を深めるのみならず、社会科
の基軸となる人権の問題を考える機会としたい。

黒川　みどり（学術院 教育学領域 教授） 静岡県三島市 6時間 令和3年8月16日 教諭

中学･高校社会科
（歴史）教諭（人

権・マイノリティの
歴史に関心があ
れば校種を問い

ません。）

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503958号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】特別支援教育：気になる
子の理解と支援

各教育現場での発達障害のある幼児児童生徒や気になる
子どもたちについて、特別支援教育の枠組みからの理解と
支援について話題とします。彼らへの理解と支援には唯一
の正解があるわけではなく、考え、取り組むための手がかり
があるにすぎないと考えています。いくらかでもその役に立
てる機会になればと思います。また、後半は受講者同士の
情報交換や話し合いを行います。話したいテーマをたくさん
お持ちください。

香野　毅（学術院 教育学領域 教授） 静岡県三島市 6時間 令和3年8月16日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小・中・
高校・特別支援
学校の教諭、養

護教諭

6,000円 70人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503959号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】環境教育をどうすすめる
か

現在、環境問題は身近な地域においても、地球全体におい
ても、人類また生態系全体に深刻な影響を及ぼす大変重要
な問題となっています。環境問題の基礎について十分に理
解し、学校教育の中で未来を担う子どもたちに、環境問題の
現状と予測をいかにして伝え、また、単なる知識にとどまら
ずに環境を保全する行動につなげていくか、食を中心とし
た、身近な地域と地球全体の問題を取り上げ、学校におけ
る実践について、実習や発表も交えて考えていきます。

藤井　道彦（学術院 教育学領域 教授） 静岡県三島市 6時間 令和3年8月16日
教諭

栄養教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、栄養教

諭向け

6,000円 50人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503960号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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令和３年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学 【選択】教育を経済学で考える

我々の日常生活において身近でかつ重要な位置付けであ
る教育について、ごく基本的な経済学の概念を用いてアプ
ローチする。教育には「誰もが口を挟める」という大きな特徴
がある。そのため、教育に関する意見の中には、人々の
様々な“思い入れ”が含まれているものである。本講義で
は、教育について、受講者がなるべく統一的な観点から捉
えることができるようになることを目指す。

村田　慶（学術院 人文社会科学領域 准教授） 静岡県三島市 6時間 令和3年8月17日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 70人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503961号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】数の表し方

1. 小数、分数、n進数
　小数での数の表示と分数での数の表示との関係を考察し
ます。また、数のn進数での表示についても述べます。
2. 連分数
　連分数を用いた数の表示について講義します。
3. ファレイのたし算とフォードの円
　普段の分数のたし算とは異なるたし算と連分数との関係
について述べます。更にこれらがフォードの円と呼ばれる図
形と関係することを解説します。
4. 試験

四之宮　佳彦（学術院 教育学領域 講師） 静岡県三島市 6時間 令和3年8月17日 教諭
中学校数学科教
諭、高等学校数

学科教諭
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503962号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】親と暮らせない子どもの
社会的養護と進路・自立

日本では、毎年約4万人を超える子どもが、児童福祉法に基
づく施設や里親制度のもとで、親と離れて暮らしています。
児童虐待への世間の関心の高さにもかかわらず、虐待から
保護された後のこと、すなわち親と離れて暮らすことになっ
た子どもの生活や自立への道のりについては知られていま
せん。この講習では、こうした子どもたちの生活や自立過程
における困難とその支援の実際と課題について考えていき
ます。

石原　剛志（学術院 教育学領域 教授） 静岡県三島市 6時間 令和3年8月17日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 50人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503963号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】理科や化学の実験・探求
の基礎とポイント

理科や化学で学ぶ内容は、必ず実験や観察に基づいてい
ます。授業を実験や観察と関連させることで、より生徒の興
味・関心を引く授業の組み立てが可能です。授業をより楽し
くするための実験や観察のいくつかを取り上げ、その基礎と
ポイントを整理して、授業で活用しやすくしましょう。電池の
実験の基礎と工夫や、指示薬とスマホを使って溶液のpHを
測定するための工夫、結晶構造の調べ方等、探究活動にも
活用できます。

栗原　誠（学術院 教育学領域 教授） 静岡県三島市 6時間 令和3年8月18日 教諭
中学校・高校の
理科教諭向け

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503964号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】ことばの習得から英語教
授法を考える

「ことば」とは何か、いつ頃から話されるようになったのか、と
いう話から、人間言語の特色、世界の言語について、母語
獲得過程について論じた後で、第二言語習得の特色を概観
し、最後に、教師の誤り訂正は効果があるかどうかといった
英語教授法の話をしていきます。

白畑　知彦（学術院 教育学領域 教授） 静岡県三島市 6時間 令和3年8月18日 教諭
小学校・中学校・
高等学校英語教

諭向け
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503965号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】学校防災と安全教育

自らの命を守る資質を高める上でも、安全教育にも主体的
かつ対話的に深い学びが求められています。近い将来発生
が想定されている東海地震はもちろん、激甚化する災害、あ
るいは様々な安全上の人為的課題に備えた防災・安全教育
の在り方について、受講者参加のゲーム的手法を取り入れ
ながら学びます。また、学校での受け入れが予想される避
難所の運営についても演習を交えて学習します。

村越　真（学術院 教育学領域 教授）
笠原　英男（非常勤講師）

静岡県三島市 6時間 令和3年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503966号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】道徳教育を創る

受講者が以下のような知識や能力を身につけることを目指
します。１）道徳教育の基礎理論および歴史について理解す
る。２）「特別の教科道徳」を組み立てる上で必要となる知識
と教材開発の方法を習得する。３）授業の根幹となる個々の
「教育哲学」（TeachingPhilosophy）を明確なものとする。

藤井　基貴（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県三島市 6時間 令和3年8月18日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭

向け
6,000円 39人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503967号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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令和３年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

静岡大学
【選択】R言語を用いた統計プロ
グラミング入門

R言語は統計処理に特化したプログラミング言語であり、手
軽にデータ分析を行うことができる。本講義では、R言語のイ
ンストール、R言語プログラミングの概要、R言語を用いた
データ分析の方法、簡単なコンピュータシミュレーションなど
を学び、R言語を活用するための基礎を身につける。

武藤　伸明（静岡県立大学　経営情報学部 教
授）
天野　政紀（静岡県立大学　経営情報学部 助
教）

静岡県静岡市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学・高校で数学
や情報を担当す

る教諭向け
6,000円 20人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503968号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】特別支援教育：ユニバー
サルデザインの考え方を生かし
た学級づくり・授業づくり

小中学校の通常の学級には、特別な教育的支援を必要と
する児童生徒が平均6.5%在籍しています。そこで注目されて
いるのが「ユニバーサルデザイン」です。本講義では、学校
及び園における「ユニバーサルデザインの考え方」の具現化
と個別の支援について学びます。前半は、主に通常の学級
に在籍する子どもの困り感について理解を深め、後半は、
学級づくりや授業づくりの具体的な方法と個別の支援方法
に触れ、実践力を付けます。

山元　薫（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年10月23日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学

校の教諭

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503969号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】多文化・多言語環境と対
話の教育

世界的規模で生じている大量人口移動時代を迎え、全国各
地の学校にも複数の文化的背景を持った児童生徒が急増
しています。このような状況を踏まえた新時代の教育のある
べき姿を考えていきます。グループワークやディスカッション
を通して、異なりを活かす「対話」的教育の理論考察と実践
を行います。

宇都宮　裕章（学術院 教育学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年10月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503970号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】教員のためのESD講座
（野外編）

持続可能な社会の創り手を育む教育である「持続可能な開
発のための教育」（ESD）は、改訂学習指導要領の全体にお
いて基盤となる理念である。本講習では、ESDのカリキュラ
ムや授業案を構想することを目的として、持続可能な地域づ
くりに取り組んでいる伊豆半島ジオパークの取組みを野外
でのフィールドワークや博物館の見学を通じて体験する。
10/1～10/22の間にインターネット上でESD・SDGsの理論的
背景とその実践的取組みに関する講義動画を1時間視聴し
たうえで、対面講習5時間を実施する。

山本　隆太（学術院　融合・グローバル領域 准
教授）
梅澤　収（学術院 教育学領域 教授）

静岡県伊豆市 6時間 令和3年10月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503971号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】中学校数学科　確かで豊
かな統計指導に向けて

平成29年告示の中学校学習指導要領・数学科では、D領域
として「データの活用」における統計の内容が質・量ともに充
実しています。そこで、小中高の統計の指導内容について
「はじめの一歩」から学ぶとともに、中学校の統計の指導方
法について、事例や生徒の実態を通して「統計的な問題解
決の方法」「ICTの活用」「批判的な考察」などを学びます。ま
た、グループでの演習・討論等を行う事を通して、今後の授
業改善の方向性を追究していきます。中学校数学科教員が
対象の内容ですが、小学校教諭・高等学校数学科教諭も受
講可とします。

柗元　新一郎（学術院 教育学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年10月24日 教諭
中学校数学科教

諭
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503972号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】教育現場における情報倫
理

情報通信社会で「情報」や「情報技術」が果たす役割につい
ての理解を深めながら、教育現場における情報とモラルの
問題を学ぶ。子どもが情報モラルの必要性を理解するため
の教育を実現する力量の形成を目指す。具体的には、個人
及び他者の立場の尊重、SNSを中心としたネットトラブルを
含む情報セキュリティなどの諸問題を取り上げて考察する。
また、特に道徳教育の視点からも情報モラル教育の在り方
を検討する。

中村　美智太郎（学術院 教育学領域 准教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年10月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
義務教育学校の
教諭・養護教諭・
栄養教諭向け

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503973号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/
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静岡大学
【選択】教員のためのESD講座
（構想編）

持続可能な社会の創り手を育む教育である「持続可能な開
発のための教育」（ESD）は、学習指導要領の全体において
基盤となる理念とされている。本講習では、学習指導要領の
考え方を概説した上で、持続可能な地域づくりに取り組んで
いる伊豆半島ジオパークでの体験等を踏まえて、学校や園
で実践可能なESDのカリキュラム・授業案を構想する。

山本　隆太（学術院　融合・グローバル領域 准
教授）
梅澤　収（学術院 教育学領域 教授）

静岡県伊豆市 6時間 令和3年10月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503974号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】国語力定着のための効果
的な書字活動とその支援

国語力の定着には文字を書くことが有効に機能するため、
授業中の色々な場面に書字活動が取り入れられています。
しかし、左利きや手指の巧緻性等の関係で書字が苦手な子
どもの場合、負担感が増すと国語嫌いを助長しかねませ
ん。そこで本講習では、前半に具体的な書字支援を提示し
ます。後半は、例えば「読みを深めるための書く」等の総合
的な国語力の定着に役立つ書字活動について、板書指導
も含めながら、演習形式も取り入れて考えます。（保育園・幼
稚園、特別支援学校教諭向けの内容を含みます。また、書
字に課題を抱える高校生の指導には関連しますが、進学指
導には直結しません。）

杉﨑　哲子（学術院 教育学領域 教授） 静岡県静岡市 6時間 令和3年11月6日 教諭
小・中学校教諭

向け
6,000円 40人

令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503975号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学 【選択】進路指導・キャリア教育

新学習指導要領では、目の前の進路指導だけでなく、「学ぶ
こと」「働くこと」「暮らすこと」など自分の将来を見通しながら
社会的・職業的自立ができるキャリア教育が期待されてい
る。本講習では、進路指導・キャリア教育の定義や意義を整
理するとともに、生徒の発達課題や必要に応じた地域との
連携・協働を視野に、環境変化や採用側の視点も取り入れ
たガイダンス（集団指導）およびカウンセリング（個別指導）
の考え方を解説する。

宇賀田　栄次（学術院　融合・グローバル領域
教授）

静岡県静岡市 6時間 令和3年11月6日 教諭

中学校・高等学
校で進路指導ま
たはキャリア教育
を担当される教

諭向け

6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503976号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】教員のためのESD講座
（自然科学編）

持続可能な社会づくりの創り手を育む教育である「持続可能
な開発のための教育」（ESD）は、学習指導要領の全体にお
いて基盤となる理念とされている。本講習では、学習指導要
領の考え方に基づき、持続可能な地域づくりに取り組んでい
る伊豆半島ジオパークを体験しまたそこで提供されている自
然科学的な野外観察手法、実験手法等を学び、ESDに結び
つく理科学な指導方法を習得する。

鈴木　雄介（学術院　融合・グローバル領域 准
教授）
山本　隆太（学術院　融合・グローバル領域 准
教授）

静岡県伊豆市 6時間 令和3年11月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503977号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学
【選択】教員のためのESD講座
（地域連携編）

持続可能な社会づくりの創り手を育む教育である「持続可能
な開発のための教育」（ESD）は、学習指導要領の全体にお
いて基盤となる理念とされている。本講習では、新学習指導
要領の考え方を概説した上で、実際に持続可能な地域づく
りに取り組んでいる伊豆半島ジオパークの地域住民である
ジオガイドの体験や講和を踏まえ、地域住民と学校が連携
したESDのカリキュラム・授業案を構想する。

山本　隆太（学術院　融合・グローバル領域 准
教授）
鈴木　雄介（学術院　融合・グローバル領域 准
教授）

静岡県伊豆市 6時間 令和3年11月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年4月27日～
令和3年5月16日

令03-
10046-
503978号

054-238-4453
http://www.shizuoka.ac
.jp/

滋賀大学 【選択】特別支援教育

特別支援教育を進めるにあたり、対象となる子どもたちを理
解するうえで不可欠となる発達的視点について学ぶ。発達
を理解することの教育的意味をおさえつつ、１歳すぎから９，
10歳頃までについて、その特徴、発達診断のポイント、障害
との関係、教育実践との関係を考える。

松島　明日香（教育学部講師）
白石　惠理子（教育学部教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 180人

令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503979号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】安全で効果的な体育授業
の指導について

安全で効果的な体育授業について、「器械運動」と「武道」領
域を対象として、具体的事例をもとに、その指導方法につい
て理解する。また、授業中に発生しやすい事故や怪我の防
止方法についても、参加者との討議を行い考える。新しい学
習指導要領の評価の観点についても理解する。

髙松　靖（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ学
部講師）
黒澤　寛己（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ
学部教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月20日 教諭

幼・小・中（保健
体育）・高等（保
健体育）・特別支

援学校教諭

6,000円 50人
令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503980号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/
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滋賀大学 【選択】小学校社会科のデザイン

小学校社会科において、「主体的・対話的で深い学び」を促
すための授業づくり、教材づくりの理論を学ぶとともに、その
方法を習得する。まず、中学年の地域学習に的を絞り、身
近な地域の探検と地図づくりについて実践（体験）の面から
理解する。次に、社会科の授業づくりの理論として探究とし
ての社会科論を学び、授業づくりの方法を理解する。

松田　隆典（教育学部教授）
岸本　実（大学院教育学研究科教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503981号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学 【選択】図形の魅力を体験しよう

多面体の頂点数・辺数・面数に関するオイラーの公式は、
「世界で二番目に美しい数式」として知られている。本講習
ではオイラーの多面体公式を１つの軸として、そこから広が
る数学の世界を鑑賞する。また、ポリドロン、ゾムツール、ジ
オボードなど、幾つかの図形教具に実際に触れながら、図
形の魅力について探求する。

篠原　雅史（教育学部准教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503982号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】中高教員のための理系講
座 －生物領域と化学領域－

前半では、身近な生態系や生物多様性の野外観察がテー
マである。生態学の知識を用いて、野外観察に有効なアク
ティブラーニングの実施時に役立つ「野外で観るべきポイン
ト」を学ぶ。後半では、生体の“しくみ”を化学的方法で捉え
て生命現象を追求する生化学の内容について学ぶ。糖質、
脂質、タンパク質、核酸・遺伝子やバイオテクノロジーについ
ても学ぶ。

服部　昭尚（教育学部教授）
糸乗　前（教育学部教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中(理科)・高等(理

科)学校教諭
6,000円 30人

令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503983号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】指導に活かす英語学と英
語教授法

生成文法理論の入門である。英語の例文のトピックとして、
(1) 動詞意味論：動詞が構文を決定する。(2) 統語論：(2.1)
言語共通の構造、(2.2) 二種類の自動詞、(2.3) 移動：能動
態と受動態、(2.4) 移動：疑問文等を予定している。また、第
二言語習得研究に基づいた英語教授法について学ぶ。具
体的には、英語学習のプロセスを踏まえたうえで、英語教授
法を学び、指導への応用を考える。

板東　美智子（教育学部教授）
田中　佑美（教育学部准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中(英語)・高等(英

語)学校教諭
6,000円 30人

令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503984号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】プログラミング教育と情報
活用

前半では、教育現場において利用しやすいプログラミング
ツールとしてScratchとLOGOを取り上げ、教科で利用するた
めのプログラミングを体験する。後半では、Javascript言語
の一つであるGAS (Google Apps Script)を取り上げ、教育現
場でのデータを活用するためのプログラミングを体験する。

右田　正夫（教育学部教授）
岩井　憲一（教育学部准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月20日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 25人

令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503985号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学 【選択】心と身体の健康

子どもの生活習慣（睡眠、食事、運動）は心身の健康と深く
関連する。社会的な要因や成長ホルモンによる生活リズム
の変容と健康教育の関連を学ぶとともに、子どもに、誰が、
いつ、何を伝えるべきか、参加者全体で考える。また、ストレ
スや感情、行動がおこる仕組みを学び、ストレスへの対処法
など、現場で活用できる基礎的な技法を実際に体験する。
そして、学校におけるストレス・マネジメントについて理解を
深める。

股村　美里（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ
学部講師）
多賀谷　智子（びわこ成蹊スポーツ大学　ス
ポーツ学部准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月23日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 180人

令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503986号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】小学校理科の観察・実験
体験講座－物理領域と生物領域
－

小学校理科の授業で受講者が観察実験を抵抗なく実施でき
るような、かつ指導する側も楽しく取り組めるような講習を体
験する。具体的内容として、前半では、生物分野の実験や
観察において、生き物を材料とする際の注意点や材料選択
のスキルを学ぶ。また後半では、物理分野の実験や工作に
おいて、電気関連のものを扱う際の注意点を学び面白さを
味わう。

古橋　潔（教育学部教授）
神山　保（教育学部教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月23日 教諭 小学校教諭 6,000円 12人
令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503987号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】小学校における家庭科教
育

小学校における家庭科教育のあり方を考えるために、まず
は、今の子どもたちが育つ環境の現代的特徴を理解したう
えで、教材研究、授業づくりの観点から検討する。指導が困
難といわれる住生活の内容を取り上げ、家庭科の本質をふ
まえた授業づくりについて考える。

平松　紀代子（教育学部准教授）
田中　宏子（教育学部教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月23日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503988号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/
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滋賀大学
【選択】法から見た社会－現代日
本と古代ローマ－

社会科では、個人の尊重という考え方を基礎に、民主的な
社会生活を営むためのルールを理解させることが求められ
る。それには法の意義や機能に対する確かな知識が欠か
せない。本講習では、「法と社会」の関係を基軸に、古代
ローマ及び現代日本社会の特質や課題について学ぶ。前
半は憲法を中心に公民的内容を、後半はローマ法をもとに
古代地中海世界の特色など歴史的内容について理解を深
める。

渡辺　暁彦（教育学部教授）
大清水　裕（教育学部教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月23日 教諭
中(社会)・高等(地
理歴史、公民)学

校教諭
6,000円 30人

令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503989号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】体育科における「カリキュ
ラム・マネジメント」の視点に基づ
いた学習指導のあり方

小学校体育科の領域内における「カリキュラム・マネジメン
ト」の実際を知り、主に体つくり運動系の授業をどのように構
成していけばよいかを講義と実技を通して学ぶ。さらに、指
導内容の系統性を理解するために、幼児体育と小学校体育
科、小学校体育科と中学校保健体育科との接続について考
える。

山田　淳子（教育学部講師） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月23日 教諭
幼・小・中(保健体

育)学校教諭
6,000円 30人

令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503990号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学 【選択】幼児教育の質的向上

幼稚園教育要領では、「幼児の自発的な活動としての遊び
を生み出すために必要な環境を整え、一人一人の資質・能
力を育んでいくこと」が目指されている。本講習では、幼児教
育の質を高める上で、子どもが主体となり、他者と協同しな
がら探究していく遊びと学びに焦点を当て、その環境と援助
の在り方について具体的な事例をもとに学ぶ。

塩見　弘子（教育学部特任教授）
山本　一成（教育学部准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月23日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503991号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】文化的多様性を前提とし
た学校教育

外国にルーツをもつ子どもの母語・家庭言語、文化、習慣の
多様化や複合化、全国に散在する状況について学び、文化
的多様性を前提とした学習指導、生活指導、学級経営が求
められつつあることを理解する。北米（アメリカ、カナダ）の教
員養成における実践の事例を参考に、文化的多様性を前
提とした学校教育のあり方及び教員の役割と育成の可能性
について考える。

児玉　奈々（教育学部教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月24日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高等
学校・特別支援
学校教諭・養護

教諭

6,000円 180人
令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503992号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】保健と体育の今日的課題
に対応した指導力を考える

運動する子どもとそうでない子どもの二極化傾向は、豊かな
スポーツライフの実現に向けて園や学校種を越えて考えね
ばならない問題である。特に健康や運動・スポーツに興味が
ない幼児、児童生徒に配慮した教材や指導方法の理解は
重要である。本講習では保健学習における「主体的・対話的
で深い学び」のための課題設定と、運動遊びと体つくり運動
から考える易しい体育的活動とその指導について学ぶ。

川合　英之（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ
学部教授）
大西　祐司（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ
学部講師）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月24日 教諭

幼・小・中（保健
体育）・高等（保
健体育）・特別支

援学校教諭

6,000円 50人
令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503993号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】体験的環境学習への招
待

２つの視点から「体験的環境学習」を学ぶ。前半は、身近な
自然である水環境の特徴や体験的な学習について実例を
もとに考え、さらに教科横断的、総合的な学びにつなげられ
るよう理解の深化を目指す。後半は、環境教育の目的・目
標、現状、持続可能な社会の視点を学び、参加体験型の環
境教育プログラムの手法について学ぶ。

石川　俊之（教育学部教授）
市川　智史（研究推進機構教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月24日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 30人

令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503994号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】シンボルマークをデザイン
する

シンボルマークとは、その名の通り、組織、イベント、又は個
人などの多様なものを象徴する単純化された図形である。
シンボルマークは何かを象徴的に表すという実用的な側面
を持つだけでなく、美的な鑑賞の対象にもなりえる。ここでは
シンボルマークデザインにおいて必要な条件や造形的手法
を学ぶと共に、単純な図形が持つ特有の美しさについて考
えながらシンボルマークのデザインを実践する。

世ノ一　善生（教育学部教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月24日 教諭
小・中（美術)・高
等（美術）学校教

諭
6,000円 30人

令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503995号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

滋賀大学
【選択】文字の読み書き－仮名と
漢字－

仮名と漢字を中心に、文字文化や表記の諸相、文字指導法
について理解を深めることを目的とする。　まず、「書写」分
野における諸課題を整理し、効果的な指導のあり方を検討
し、次に、読み書きの困難さとその要因や文字の獲得過程
等を取り上げながら、文字指導についての理解を深める。

中村　史朗（教育学部教授）
長岡　由記（教育学部准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月24日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503996号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】音楽ワークショップ（音楽
づくり・器楽）

音楽科における表現と鑑賞の内容について、専門的な知
識・技能を習得するとともに、学校教育における実践を想定
した教材・題材についての講習をワークショップ形式で行う。
今回は、特に器楽・鑑賞、音楽づくり・創作を中心に取り扱
う。鑑賞では、児童・生徒の心に響く鑑賞の授業法を、器楽
はリコーダーの指導法について、音楽づくり・創作は、児童・
生徒が楽しく参加できる手立てについて、実際に教師が体
験できる講習を行う。

林　睦（教育学部教授）
中根　庸介（教育学部准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月24日 教諭
小・中（音楽）・高
等（音楽）学校教

諭
6,000円 22人

令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503997号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】データサイエンス入門・コ
ンピュータを使ったデータ処理

近年、ビッグデータの利活用が注目される中、学校教育に
おいてもデータの利活用能力がより着目されるようになって
きた。そこで、まず、データサイエンスに関する基礎的な事
項について、データサイエンス学部の教材を通して学ぶ。そ
の後、ExcelやPython言語を使ったデータの処理に関する入
門的な内容について、パソコンを使った演習や事例を交え
て練習する。

梅津　高朗（データサイエンス学部准教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月24日 教諭
中・高等学校教

諭
6,000円 25人

令和3年4月30日～
令和3年5月10日

令03-
10053-
503998号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学 【選択】食を通して育てる力

食育基本法の前文には「食育はあらゆる世代の国民に必要
なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及
び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全
な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となる
ものである。」ことが示されている。食育の推進は大いに期
待されているが、なぜ現場での食育が必要なのか、実際に
どのような取り組みを実施すればよいのかを学ぶ。

原　知子（滋賀短期大学　生活学科教授）
灰藤　友理子（滋賀短期大学　生活学科助教）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月25日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 90人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
10053-
503999号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学 【選択】保育者の専門性の向上

これからの時代の保育者には、幼稚園教育要領等の改訂
を踏まえ、幼児理解を基盤とした、幼児の発達と学びを保障
する質の高い幼児教育を実践していくことが求められてい
る。本講習では、実践事例の振り返りを通して、保育の意図
や意味を見出すとともに、具体的な保育者の関わりについ
て学ぶ。

三上　佳子（滋賀短期大学　幼児教育保育学科
准教授）
松村　都子（滋賀短期大学　地域連携教育研究
センター准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年9月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 70人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
10053-
504000号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】幼児の野外調理体験活
動を考える

谷田貝氏（目白大学名誉教授）が指摘するように、現在、子
どもの生活体験が不足している。昨今の社会情勢、さらに新
型コロナウイルスの影響もあり、特に衛生面から〝食〟に
関わる体験活動の展開が困難になっている。本講習では、
幼児の野外調理体験活動の実践例を紹介するとともに、実
際に野外調理を体験していただく。あわせて、この時代に実
践できる子どもの野外調理体験活動について、受講される
皆さんとともに考えていきたい。

北尾　岳夫（滋賀短期大学　幼児教育保育学科
教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年10月10日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
10053-
504001号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学 【選択】特別支援教育Ⅰ

発達障害、重症心身障害児の医療的ケア、食物アレルギー
とアナフィラキシーショック、痙攣および頭部外傷の対応、学
校保健に関して、教育現場で必要な知識を医学的立場から
学ぶ。また、通常学校で学ぶ障害のある子どもたちに十分
な教育を保障するために、障害特性が学校という特殊な環
境下でどのような困難につながるのか、教育内容の習得に
どう影響するのかを考えていく。
※この講習は、オンデマンド型講習です。

江原　寛昭（教育学部教授）
羽山　裕子（教育学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和4年2月28日

教諭
養護教

諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 200人

令和3年6月21日～
令和4年2月14日

(備考　「就職氷河期世
代を対象とした教職リカ
レント教育プログラム」
の受講者以外の一般
の受講者募集期間は6
月21日～11月2日で

す。)

令03-
10053-
504002号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

滋賀大学 【選択】心と身体の健康Ⅰ

子どもの生活習慣（睡眠、食事、運動）は心身の健康と深く
関連する。社会的な要因や成長ホルモンによる生活リズム
の変容と健康教育の関連を学ぶとともに、子どもに、誰が、
いつ、何を伝えるべきか考える。また、ストレスや感情、行動
がおこる仕組みを学び、ストレスへの対処法など、現場で活
用できる基礎的な技法を実際に体験する。そして、学校にお
けるストレス・マネジメントについて理解を深める。
※この講習は、オンデマンド型講習です。

股村　美里（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ
学部講師）
多賀谷　智子（びわこ成蹊スポーツ大学　ス
ポーツ学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和4年2月28日

教諭
養護教

諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 200人

令和3年6月21日～
令和4年2月14日

(備考　「就職氷河期世
代を対象とした教職リカ
レント教育プログラム」
の受講者以外の一般
の受講者募集期間は6
月21日～11月2日で

す。)

令03-
10053-
504003号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学 【選択】特別支援教育Ⅱ

インクルーシブ教育の基本的な理念や合理的配慮などにつ
いて理解を深めるとともに、「障害のある子もない子も地域
で共に学ぶ」実践のあり方について考える。また、近年注目
されている感覚の視点についての学びを通して、子どもの
理解を深め、幼・小・中・高・特別支援学校の教員すべてが
特別支援教育の担い手としてどうあるべきか考える。
※この講習は、オンデマンド型講習です。

窪田　知子（教育学部准教授）
川島　民子（大学院教育学研究科客員准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和4年2月28日

教諭
養護教

諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 200人

令和3年6月21日～
令和4年2月14日

(備考　「就職氷河期世
代を対象とした教職リカ
レント教育プログラム」
の受講者以外の一般
の受講者募集期間は6
月21日～11月2日で

す。)

令03-
10053-
504004号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】保健と体育の今日的課題
に対応した指導力を考える

運動する子どもとそうでない子どもの二極化傾向は、豊かな
スポーツライフの実現に向けての大きな課題である。特に健
康や運動・スポーツに興味がない幼児、児童生徒に配慮し
た教材や指導方法の理解は重要である。本講習では保健
学習における「主体的・対話的で深い学び」のための課題設
定と、運動遊びと体つくり運動から考える易しい体育的活動
とその指導について学ぶ。
※この講習は、オンデマンド型講習です。

川合　英之（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ
学部教授）
大西　祐司（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ
学部講師）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和4年2月28日

教諭

幼・小・中（保健
体育）・高等（保
健体育）・特別支

援学校教諭

6,000円 200人

令和3年6月21日～
令和4年2月14日

(備考　「就職氷河期世
代を対象とした教職リカ
レント教育プログラム」
の受講者以外の一般
の受講者募集期間は6
月21日～11月2日で

す。)

令03-
10053-
504005号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学 【選択】資料・データを読む

中・高等学校の社会科では、課題解決のために資料を収
集・選択するなどの学習活動が重視されている。そこで前半
では、各種資料の特徴と活用について紹介する。また現代
社会においては、さまざまなデータがあふれているため、そ
れらを正しく読む力の重要性が増している。後半では、さま
ざまな社会調査の方法について学び、データを読む際に大
切なポイントについて理解を深める。
※この講習は、オンデマンド型講習です。

馬場　義弘（教育学部教授）
宮本　結佳（教育学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和4年2月28日

教諭
中(社会)・高等(地
理歴史、公民)学

校教諭
6,000円 200人

令和3年6月21日～
令和4年2月14日

(備考　「就職氷河期世
代を対象とした教職リカ
レント教育プログラム」
の受講者以外の一般
の受講者募集期間は6
月21日～11月2日で

す。)

令03-
10053-
504006号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学 【選択】心と身体の健康Ⅱ

近年、教育現場で重要視されている「心と身体の健康」につ
いて理解を深める。子どもの現代的健康課題については、
医教連携の側面から現状と支援のあり方を考え、実践可能
な健康問題解決の方策を検討する。心の健康については、
教育現場で問題になることの多い精神障害・疾患に関する
基礎的な知識を習得し、危機介入や治療への理解を深め、
現場において可能な支援・援助について検討する。
※この講習は、オンデマンド型講習です。

大平　雅子（教育学部准教授）
野澤　正寛（滋賀医科大学　小児科学講座非常
勤講師）
久保田　泰考（保健管理センター教授）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和4年2月28日

教諭
養護教

諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 200人

令和3年6月21日～
令和4年2月14日

(備考　「就職氷河期世
代を対象とした教職リカ
レント教育プログラム」
の受講者以外の一般
の受講者募集期間は6
月21日～11月2日で

す。)

令03-
10053-
504007号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学 【選択】国際理解教育

グローバル化が進む中、我われは日本国内においても「外
国籍の人」や「外国にルーツを持つ人」たちと接する機会が
今後増えるであろう。このような人たちと接する時、我われ
日本人が日本社会や文化、ことばについて「当たり前・当
然」と感じがちなことに配慮しなければ、思わぬ誤解を生じさ
せることになりかねない。本講習では、具体的な事例を取り
上げ「文化や社会、ことばの違いとはどういうことか」につい
て考える。
※この講習は、オンデマンド型講習です。

滝井　未来（国際交流機構講師） インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和4年2月28日

教諭
幼・小・中・高等・
特別支援学校教

諭
6,000円 200人

令和3年6月21日～
令和4年2月14日

(備考　「就職氷河期世
代を対象とした教職リカ
レント教育プログラム」
の受講者以外の一般
の受講者募集期間は6
月21日～11月2日で

す。)

令03-
10053-
504008号

0749-27-1035
(内線： 251)

https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooper
ation/seminar/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

滋賀大学
【選択】安全で効果的な体育授業
の指導について

安全で効果的な体育授業について、「器械運動」と「武道」領
域を対象として、具体的事例をもとに、その指導方法につい
て理解する。また、授業中に発生しやすい事故や怪我の防
止方法についても、事例をもとに考える。新しい学習指導要
領の評価の観点についても理解する。
※この講習は、オンデマンド型講習です。

髙松　靖（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ学
部講師）
黒澤　寛己（びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ
学部教授）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和4年2月28日

教諭

幼・小・中（保健
体育）・高等（保
健体育）・特別支

援学校教諭

6,000円 200人

令和3年6月21日～
令和4年2月14日

(備考　「就職氷河期世
代を対象とした教職リカ
レント教育プログラム」
の受講者以外の一般
の受講者募集期間は6
月21日～11月2日で

す。)

令03-
10053-
504009号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】社会科の授業づくりへの
ヒント－「表現」に着目して－

「表現」について２つの仕方でアプローチすることを通して、
小学校社会科における「主体的・対話的で深い学び」を促す
授業づくりを実践するためのヒントについて学ぶ。まず、中
学年の身近な地域の学習に的を絞り、フィールドワークとそ
れに基づく地図づくりについて理解する。そのうえで、社会
科における「表現力」について理論的・実践的に考えるため
の基礎を論理学から学ぶ。
※この講習は、オンデマンド型講習です。

安藤　哲郎（教育学部准教授）
齋藤　浩文（教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和4年2月28日

教諭 小学校教諭 6,000円 200人

令和3年6月21日～
令和4年2月14日

(備考　「就職氷河期世
代を対象とした教職リカ
レント教育プログラム」
の受講者以外の一般
の受講者募集期間は6
月21日～11月2日で

す。)

令03-
10053-
504010号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学
【選択】データサイエンス及びコン
ピュータを使った分析の基礎と応
用事例

近年、学校教育においてもデータの利活用能力が求められ
ている。データから知見を得て価値を生み出すためには
データサイエンスの考え方が重要となる。本講習では、デー
タサイエンス学部の教材を利用した講義と演習を通して、
データサイエンスの重要な要素であるデータの収集・加工・
処理、分析及び分析結果の解釈と活用に関する入門的な
内容について、応用事例を交えて学ぶ。
※この講習は、オンデマンド型講習です。

齋藤　邦彦（データサイエンス学部教授）
岩山　幸治（データサイエンス学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和4年2月28日

教諭
中・高等学校教

諭
6,000円 200人

令和3年6月21日～
令和4年2月14日

(備考　「就職氷河期世
代を対象とした教職リカ
レント教育プログラム」
の受講者以外の一般
の受講者募集期間は6
月21日～11月2日で

す。)

令03-
10053-
504011号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

滋賀大学 【選択】身近な現象から学ぶ科学

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

徳田　陽明（教育学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月7日 教諭
小・中・高等学校

教諭
3,000円 200人

令和3年6月21日～
令和3年7月31日

(備考　当講習は「就職
氷河期世代を対象とし
た教職リカレント教育プ
ログラム」申込者のみを
対象とするため一般募

集は行いません。)

令03-
10053-
504012号

0749-27-1035
(内線： 251)

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

京都教育大学
【選択】反転研修　主体的・対話
的で深い学びを実現する算数科
授業のあり方

本学で作成している「先生を究めるWeb動画」を視聴し（視聴
すべき２本の動画はこちらで指定）、7月28日（水）までに１本
当たり200～300字で視聴した内容の要点レポートを作成し
提出する。また、対面授業では、視聴した内容を基にテーマ
を設定し、自身の学校現場での実践を照らし合わせたアク
ティブ・ラーニングで課題解決の方法を考える。
前半は、アクティブ・ラーニングを取り入れた算数科授業の
あり方について学習します。
後半は、それをもとに実際の算数科指導案を作成し、２学期
以降の授業づくりに役立てます。
※本講習は、講習中に受講者同士のグループワークを行い
ます。

黒田　恭史（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校・特別支

援学校教諭
6,000円 50人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504292号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

京都教育大学
【選択】反転研修　パワーポイント
を用いた授業で使える「プチ」算
数動画コンテンツ制作

本学で作成している「先生を究めるWeb動画」を視聴し（視聴
すべき２本の動画はこちらで指定）、7月28日（水）までに１本
当たり200～300字で視聴した内容の要点レポートを作成し
提出する。また、対面授業では、視聴した内容を基にテーマ
を設定し、自身の学校現場での実践を照らし合わせたアク
ティブ・ラーニングで課題解決の方法を考える。
前半は、算数動画コンテンツ制作の教育的意義と動画コン
テンツ制作方法について学習します。後半は、パワーポイン
トを用いた授業で使える「プチ」算数動画コンテンツを制作・
交流します。

黒田　恭史（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校・特別支

援学校教諭
6,000円 30人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504293号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】反転研修　中学校技術科
における主体的・対話的で深い
学びにつながる授業実践

本講習では、技術科の問題解決的な学習指導について実
践事例をもとに講義・演習を行う。最初に、本学が指定する
「先生を究めるWeb動画」を２本視聴し、７／２８（水）までに１
本当たり200～300字で視聴した内容の要点レポートを提出
する。対面授業では、問題解決的な学習の理論及びアク
ティブ･ラーニングの捉え方について実践事例を紹介する。
小中高連携の観点から小学校・高等学校（農業・工業）教諭
も対象とする。
※本講習は、講習中に受講者同士のグループワークを行い
ます。

原田　信一（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月10日 教諭

小学校・中学校
（技術）・高等学
校（農業・工業）・
特別支援学校教

諭

6,000円 20人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504294号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学

【選択】反転研修　先生を育てる
メンターシップ育成講座－省察
力・コーチング力・ファシリテー
ション力－

本学が指定する「先生を究めるWeb動画」を２本視聴し、７／
２８（水）までに１本当たり200～300字で視聴した内容の要
点レポートを作成し提出する。また、対面授業では、視聴し
た内容を基にテーマを設定し、自身の学校現場での実践を
照らし合わせたアクティブ・ラーニングで課題解決の方法を
考える。「教員は学校で育つ」－経験から学ぶOJTを有効な
ものにするメンターシップを育成するために「省察力」「コー
チング力」「ファシリテーション力」を体験的に学びます。初任
者研修指導やメンターに興味のある方に受講をすすめま
す。
※本講習は、講習中に受講者同士のグループワークを行い
ます。

村上　忠幸（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 25人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504295号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】社会科の授業をつくる　ー
地図、映像、統計を用いて深い
学びを実現する－

社会科において、深い学びを実現するためにはどのような
地図・資料等を探し出し、活用すればよいかを実践的にアド
バイスする。授業では講師が推薦する地図や映像（史料）、
統計等を紹介するとともに、それらを活用して知的好奇心を
くすぐる授業の作り方を、作業的・体験的に学べるようにす
る。最後に、資料活用の実践力をつけることと、社会的な見
方・考え方や新教育課程が目指す資質・能力の育成との関
わりについて検討する。
※本講習は、講習中に受講者同士のグループワークを行い
ます。

山下　宏文（教育学部教授）
香川　貴志（教育学部教授）
中村　翼（教育学部講師）

京都府京都市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校・中学校

（社会）教諭
6,000円 25人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504296号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】授業に生かせる理科の考
え方と技術

理科の分野で物理と化学についての話題を提示し、解説等
を行った後、質疑応答を行う。また学校教育に関連する実
験的な内容について簡単な実験、演習を行って、その内容
についての検討を全員で行う。
※本講習は、講習中に受講者同士のグループワークを行い
ます。

高嶋　隆一（教育学部教授）
向井　浩（教育学部教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校・中学校
（理科）・高等学
校教諭（理科）

6,000円 24人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504297号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

京都教育大学
【選択】反転研修　発達障害の疑
われる子どもの見立てについて

発達障害が疑われる幼児児童を支援するための理解の仕
方について、本学が指定する「先生を究めるWeb動画」を２
本視聴し、７／２８（水）までに１本当たり200～300字で視聴
した内容の要点レポートを作成し提出する。その後、レポー
ト内容と受講者の興味や実践からテーマを設定し、アクティ
ブ・ラーニングを通して発達障害の幼児児童の理解と支援
について洞察を深め、実践に資する課題解決法について検
討する。

小谷　裕実（教育学部教授）
佐藤　克敏（教育学部教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月11日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭、養護教

諭

6,000円 20人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504298号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】反転研修　特別な教育
ニーズのある子どもの理解と支
援

自閉スペクトラム症、注意欠如多動症などの集団適応の難
しい子どもたちの認知・非認知的側面の特性の理解と支
援、及び学校生活の中での宿題のあり方などを通した合理
的配慮について考える。対面講習の前に、本学が指定する
「先生を究めるWeb動画」を２本視聴し、７／２８（水）までに１
本当たり200～300字で視聴した内容の要点レポートを作成
し提出する。
※本講習は、講習中に受講者同士のグループワークを行い
ます。

相澤　雅文（総合教育臨床センター教授）
丸山　啓史（教育学部准教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月11日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭、養護教

諭

6,000円 20人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504299号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】反転研修　教師の成長に
ついて考えるA

本学が指定する「先生を究めるWeb動画」を２本視聴し、７／
２８（水）までに、１本当たり200～300字で視聴した内容の要
点レポートを作成し、提出して戴きます。対面授業では、教
師の成長につながる困難課題への対応を省察する観点か
ら、ご自身の学校現場での実践と照らし合わせた学習を行
い、課題解決の方法を考えます。状況に応じた形式にはな
りますが、ご自身の実践の振り返りや意見交換の機会は設
けたいと思います。

高柳　眞人（教職キャリア高度化センター教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月11日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学

校教諭

6,000円 25人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504300号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】反転研修　教師の成長に
ついて考えるＢ

本学が指定する「先生を究めるWeb動画」を２本視聴し、７／
２８（水）までに、１本当たり200～300字で視聴した内容の要
点レポートを作成し、提出して戴きます。対面授業では、教
師の成長につながる困難課題への対応を省察する観点か
ら、ご自身の学校現場での実践と照らし合わせた学習を行
い、課題解決の方法を考えます。状況に応じた形式にはな
りますが、ご自身の実践の振り返りや意見交換の機会は設
けたいと思います。

高柳　眞人（教職キャリア高度化センター教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月11日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学

校教諭

6,000円 25人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504301号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】反転研修　主体的・対話
的で深い学びを導く国語科授業
づくり

本講習では、国語科における主体的・対話的授業につい
て、具体的な授業案を詩教材を使って提案するとともに、国
語科の新しい学習指導要領の実践に向けて、専門的な知
識などを講義する。本学が指定する「先生を究めるWeb動
画」を２本視聴し、７／２８（水）までに１本当たり200～300字
で視聴した内容の要点レポートを作成し提出する。次に、対
面授業では、視聴した内容を基にテーマを設定し、自身の
学校現場での実践を照らし合わせたアクティブ・ラーニング
で課題解決の方法を考える。
※本講習は、講習中に受講者同士のグループワークを行い
ます。

天野　知幸（教育学部准教授）
植山　俊宏（教育学部教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月11日 教諭
小学校・中学校
（国語）・高等学
校（国語）教諭

6,000円 45人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504302号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

京都教育大学
【選択】反転研修　新学習指導要
領における中学校高校外国語
（英語）の指導と評価

「先生を究めるWeb動画」のうち、新学習指導要領における
外国語（英語）の指導と評価―中学校編―と―高校編―に
もとづき、学習指導要領改訂の基本方針と新学習指導要領
のポイントを説明する。受講生は、７月２８日（水）までに１本
当たり200～300字で視聴した内容の要点レポートを作成し
提出する。対面講習では、小中連携・4技能5領域の指導と
評価（以上、中学校編）、第二言語習得理論からの示唆・4
技能5領域の統合的な指導（以上、高校編）について、ワー
クショップ形式で演習を行う。
※本講習は、講習中に受講者同士のペアワーク・グループ
ワーク等を行います。

西本　有逸（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月11日 教諭
中学校（英語）・
高等学校（英語）

教諭
6,000円 25人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504303号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】ICT教育ー映像教材の作
り方

本講習では、ICT教育として映像教材の作り方を学習しま
す。端末室でパソコンを用い、映像素材の調べ方および動
画編集ソフトの使い方について演習を行います。動画編集
ソフトはウェブ上で簡単に操作ができる初心者向けのソフト
を使用し、受講生同士グループとなり、ソフトの使い方をマス
ターしていきます。なお、本学で制作された映像教材も紹介
します。最後に簡単な作品を作成し、ICT教育への活用方法
について話し合います。

權　眞煥（教育学部講師） 京都府京都市 6時間 令和3年8月11日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学

校教諭

6,000円 30人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504304号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学 【選択】基礎デザイン講座

デザインは生活営為に密接に結びついている。ここでは、日
常のなかに美を発見、抽出したものを、結合、提示するため
に必要不可欠な造形の基礎演習「色彩構成」「立体構成」を
中心に講習を展開する。

安江　勉（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月18日 教諭
小学校・中学校
（美術）・高等学
校（美術）教諭

6,000円 25人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504305号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】「主体的・対話的で深い学
び」を実現するための理科の探
究学習

アクティブ・ラーニングの視点である「主体的・対話的で深い
学び」を理解するために、理科発の汎用的スキルを体験的
に学びます。マルチプル・インテリジェンス法によるグルーピ
ング、協働的で自由度の高い探究学習、支援のためのコー
チング、省察の方法について学び、アクティブ・ラーニングに
よる深い学びに迫ります。

村上　忠幸（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月18日 教諭
小学校・中学校
（理科）・高等学
校（理科）教諭

6,000円 32人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504306号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】反転研修　これからの体
育授業を考える

本学が指定する「先生を究めるWeb動画」を２本視聴し、７／
２８（水）までに１本当たり200～300字で視聴した内容の要
点レポートを作成し提出する。また、対面授業では、視聴し
た内容を基にテーマを設定し、自身の学校現場での実践を
照らし合わせたアクティブ・ラーニングで課題解決の方法を
考える（視聴した動画に関する質疑応答を含む）。
※本講習は、講習中に受講者同士のグループワークを行い
ます。

小松崎　敏（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月19日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校（保健体
育）・高等学校
（保健体育）・特
別支援学校教諭

6,000円 40人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504307号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】小学校音楽科授業の視
野を広げよう-さまざまな体験を
通して

１．鑑賞：各学年の鑑賞教材を分析し楽曲に関する知識や
他の鑑賞教材の可能性についても視野を広げる。２．歌唱：
コロナ禍中での授業の一つの提案としてハミングのメリット
を生かした表現活動の可能性を探る。３．器楽：教育楽器の
取り扱いを再確認すると共に珍しい楽器の体験を通して音
楽教育の視野を広げる。４．音づくり：インド音楽を手がかり
として、音楽室の楽器を用いて生徒全員が楽しく参加できる
即興演奏活動を提案する。
※本講習は、内容に応じて講習中に受講者同士のグループ
ワークを行います。

田邉　織恵（教育学部准教授）
小笠原　真也（教育学部教授）
山口　博明（教育学部教授）
田中　多佳子（教育学部教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504308号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学
【選択】書道実技講座　書写・書
道を扱う仮名文字の研究

小中学校国語科書写における仮名文字である、楷書に調
和する平仮名・行書に調和する平仮名を理解し、毛筆で書
く。また、高等学校芸術科書道における仮名の書の基礎基
本を理解し、毛筆で書く。

岡田　直樹（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月19日 教諭
小学校・中学校
（国語）・高等学
校（書道）教諭

6,000円 60人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504309号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

京都教育大学
【選択】子ども、保護者、同僚と信
頼関係を築くためのアサーション
トレーニング

教育活動を進めていく上で、子ども、保護者、同僚と信頼関
係を築くことは不可欠である。本講習では、「自他尊重」「さ
わやか自己表現」をテーマとするアサーション トレーニング
の理念、手法を学ぶ中で、子ども、保護者、同僚と信頼関係
を築くためのコミュニケーションについての理解を深めるとと
もに、実践的なコミュニケーション方法を習得する。講習は
グループワークを中心に進める。

安達　知郎（大学院連合教職実践研究科准教
授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 50人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504310号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

京都教育大学 【選択】新聞活用入門講座

　新聞（記事）を活用して、情報を読み解きながら、考え、伝
えあうという学習スタイルは、主体的・対話的で深い学びを
実現するのに最適な学習方法である。本講座では、これか
ら新聞活用（新聞を読む・新聞を知る・新聞を作る）に取り組
んでみようと考えている先生方に、新聞活用の意義や教科
での活用方法などについて、講義とワークショップを通して
理解していただきたい。また新聞記者を招いてお話しいただ
くことも予定している。
※本講習は、講習中に受講者同士のグループワークを行う
予定です。

平石　隆敏（教育学部教授）
神崎　友子（京都教育大学附属桃山中学校　教
諭）

京都府京都市 6時間 令和3年8月20日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 40人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
10056-
504311号

075-644-8146
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/kyoumu/o/men
kyokoushin.html

大阪教育大学
【選択】幼小をつなぐ学びと遊び
のカリキュラムマネジメント

幼児教育から小学校教育への連続した学び（遊びから生活
科・国語等）について考えます。前半は理論編です。学びの
基礎・基盤である幼児教育の小学校生活科への発展につ
いて概説します。後半は実践編です。ゲストスピーカーを招
き（予定）、スタートカリキュラムについて、特に「くぐらせ期の
教育」の演習を行います。参加者が共に楽しく学び、互いの
経験を交流するなかで、校園の互いの良さを共有していき
ます。

佐久間　敦史（教育学部准教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月22日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503711号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】特別支援教育の現状と課
題1

インクルーシブ教育システム構築をめぐる現在の教育･研究
の動向について、特別支援教育学・特別支援心理学・特別
支援臨床学の各専門分野から多角的に講義及び討論を併
せ行う。

大内田　裕（教育学部特任准教授）
山本　利和（教育学部教授）
冨永　光昭（教育学部教授）
井坂　行男（教育学部教授）
西山　健（教育学部教授）
須田　正信（教育学部特任教授）
平賀　健太郎（教育学部准教授）
正井　隆晶（教育学部特任准教授）
今枝　史雄（教育学部特任講師）
湯浅　哲也（教育学部特任講師）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月4日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援教
諭向け、養護教

諭向け

6,000円 100人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503712号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】特別支援教育の現状と課
題2

インクルーシブ教育システム構築をめぐる現在の教育･研究
の動向について、特別支援教育学・特別支援心理学・特別
支援臨床学の各専門分野から多角的に講義及び討論を併
せ行う。

大内田　裕（教育学部特任准教授）
山本　利和（教育学部教授）
冨永　光昭（教育学部教授）
井坂　行男（教育学部教授）
西山　健（教育学部教授）
須田　正信（教育学部特任教授）
平賀　健太郎（教育学部准教授）
正井　隆晶（教育学部特任准教授）
今枝　史雄（教育学部特任講師）
湯浅　哲也（教育学部特任講師）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月6日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援教
諭向け、養護教

諭向け

6,000円 100人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503713号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】特別支援教育の現状と課
題3

インクルーシブ教育システム構築をめぐる現在の教育･研究
の動向について、特別支援教育学・特別支援心理学・特別
支援臨床学の各専門分野から多角的に講義及び討論を併
せ行う。

大内田　裕（教育学部特任准教授）
山本　利和（教育学部教授）
冨永　光昭（教育学部教授）
井坂　行男（教育学部教授）
西山　健（教育学部教授）
須田　正信（教育学部特任教授）
平賀　健太郎（教育学部准教授）
正井　隆晶（教育学部特任准教授）
今枝　史雄（教育学部特任講師）
湯浅　哲也（教育学部特任講師）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月23日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援教
諭向け、養護教

諭向け

6,000円 100人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503714号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】学校におけるソーシャル
ワーク・福祉教育領域からの教
育支援・教育協働

学校と家庭・地域の協働のあり方について、ソーシャルワー
クや福祉教育・ボランティア学習の視点から学ぶ。池田寛が
構想した「教育コミュニティ」や文科省「連携協働の進むこれ
からの学校教育と教育支援・教育協働」について「チーム学
校」「教育支援・教育協働人材」等のキーワードをもとに概説
する。加えて、発達障がい・学習障がい等の「理解されにく
い障がい」のある子への通常学級における支援のあり方に
ついても概説する。

新崎　国広（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月22日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援教
諭向け、養護教

諭向け

6,000円 24人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503715号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】学級単位で行う心理教育
の進め方 －アンガーマネジメント
教育プログラムを例に－

子どもの心理的・社会的健康を増進することを目的に行わ
れる予防的心理教育の学校教育への導入が広まりつつあ
ります。本講習では、学級単位で行う心理教育について概
説し、心理教育の一例として、講師らの作成したアンガーマ
ネジメント教育プログラムを取り上げ、ロールプレイを通じて
心理教育の進め方を体験的に学びます。

寺坂　明子（教育学部准教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月22日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
特別支援教諭向
け、養護教諭向

け

6,000円 24人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503716号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】教育相談・保護者面接に
活かすカウンセリング技法

教育相談や保護者面接では，「傾聴」や「共感」の大切さは
言うまでもありませんが，これらを伝えることは意外と難しい
ものです。カウンセリングに基づくこのような基本姿勢を身に
つけることは，相談者自らが問題解決に向けて動き出して
いくことを支えていくためにも重要です。この講義では，教育
相談や保護者面接に活かすカンセリングの諸技法を実習形
式で学ぶとともに，相談者自身が問題解決に向き合うため
に必要な援助技法を学びます。

山口　正寛（教育学部特任准教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月4日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援教
諭向け、養護教

諭向け

6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503717号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】小学校における国語科授
業づくりの基礎・基本（その１）

小学校の国語教科書所収の代表的な物語教材と説明文教
材をとりあげ、その文章としての違い（物語は、虚構にもとづ
く「が」の文章、説明文は事実にもとづく「は」の文章）を踏ま
え、午前中は物語を「読むこと」の授業づくりのための教材
研究について講義するとともに、その授業づくりについて話
し合う。また、午後は、午前と同様にその教材研究について
講義するとともに、説明文を「読むこと」の授業づくりについ
て話し合う。

田中　俊弥（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年8月18日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503718号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】小学校における国語科授
業づくりの基礎・基本（その２）

国語教科書所収の文学教材と説明文教材をとりあげ、高梨
敬一郎（もとNHKアナウンサー）提唱の「自然なイントネー
ション」の考えにもとづく音読･朗読の方法論について講義す
る。また、その考えにもとづく音読･朗読を行い、その評価の
あり方を実習する（午前）。また現行の小学校学習指導要領
の「言語活動例」のうち、俳句にかかわる項目をとりあげ、と
くに句会のワークショップをとおして、俳句の作り方や句会
のあり方について実習する（午後）。

田中　俊弥（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年8月19日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503719号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】ことばの力を育む国語科
メディア・エデュケーション

身近なメディアを用いた授業づくりへの実践的アプローチで
す。過去の実践例にもとづき、講義とグループワークを通し
て、ことばの力を育む国語教室づくりのアイデアを提供・検
討・共有します。使用予定教材は、絵本、アニメーション映
画、ＣＭ等です。

松岡　礼子（教育学部特任准教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校国語科教諭
向け、特別支援

教諭向け

6,000円 100人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503720号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】文学の読みの系統的学
習指導の開発

文学教材の学習指導は、国語科学習指導の中でもとりわ
け、系統的な学習指導をデザインすることが困難な領域で
ある。この講習では、小学校／中学校の文学教材を取り上
げながら、教材と教材のつながりを意識した具体的な教材
研究の視点を共有することによって、実質的に「積み上がっ
ていく」読みの力を錬成する文学の読みの学習指導の視野
を開発することを目指す。

住田　勝（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年9月4日 教諭
小学校教諭向

け、中学校国語
科教諭向け

6,000円 100人
令和3年6月30日～

令和3年7月5日

令03-
10059-
503721号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】お困りではありません
か？国語科「説明的文章」でなに
を学ぶの？

国語学の最先端の知見を用いて、小学校、中学校の国語
科学習指導を系統化するための実践的な国語科教材研究
の取り組みの場を提供する。主に小学校中学校の国語教材
のうち、説明文及び論説文を取り上げ、言語事項のうち、特
に表現技法に焦点をあてながら、思考言語を育てる指導法
について、ワークショップ形式で模索する。この過程におい
て、表現技法が、表層的な言語的表現技法にとどまらず、
思考ツールとしてはたらいていることを知るとともに、いかに
思考を刺激し思考をかたちづくっていくかを体験する。

井上　博文（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校教諭向

け、中学校国語
科教諭向け

6,000円 100人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503722号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】コミュニケーション能力育
成のための授業づくり

この講習では、コミュニケーション能力育成のための4技能、
発音、語彙、文法、タスクベース、CLILの指導からいくつか
を取り上げ、それぞれの指導理論と授業実践の両面から議
論していきます。2学期からの授業のヒントを共有する機会
を提供できればと思います。

加賀田　哲也（教育学部教授）
橋本　健一（教育学部准教授）
箱﨑　雄子（教育学部教授）
山岡　賢三（教育学部特任教授）
柏木　賀津子（大学院連合教職実践研究科教
授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年8月18日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校英語科教諭
向け、特別支援

教諭向け

6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503723号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】コミュニケーション能力育
成のための授業づくり

この講習では、コミュニケーション能力育成のための4技能、
発音、語彙、文法、タスクベース、CLILの指導からいくつか
を取り上げ、それぞれの指導理論と授業実践の両面から議
論していきます。2学期からの授業のヒントを共有する機会
を提供できればと思います。

加賀田　哲也（教育学部教授）
橋本　健一（教育学部准教授）
箱﨑　雄子（教育学部教授）
山岡　賢三（教育学部特任教授）
柏木　賀津子（大学院連合教職実践研究科教
授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年8月19日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校英語科教諭
向け、特別支援

教諭向け

6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503724号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】コミュニケーション能力育
成のための授業づくり

この講習では、コミュニケーション能力育成のための4技能、
発音、語彙、文法、タスクベース、CLILの指導からいくつか
を取り上げ、それぞれの指導理論と授業実践の両面から議
論していきます。2学期からの授業のヒントを共有する機会
を提供できればと思います。

加賀田　哲也（教育学部教授）
橋本　健一（教育学部准教授）
箱﨑　雄子（教育学部教授）
山岡　賢三（教育学部特任教授）
柏木　賀津子（大学院連合教職実践研究科教
授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年8月23日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校英語科教諭
向け、特別支援

教諭向け

6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503725号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】授業を基礎から支える英
語統語論

講義内容は、英語教育学ではなく、英語の母語話者がどん
な文法知識を持っていると現代の言語学で考えられている
かをご紹介するものです。その内容は、2学期からすぐに先
生方の英語の授業のお役に立つわけではありません（教授
法でも授業研究でもなく、先生方に模擬授業をして頂く予定
もありません）。英文法の面白さを知っていただく機会を提
供したいと思います。

寺田　寛（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月22日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503726号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】授業を基礎から支える英
語統語論

講義内容は、英語教育学ではなく、英語の母語話者がどん
な文法知識を持っていると現代の言語学で考えられている
かをご紹介するものです。その内容は、2学期からすぐに先
生方の英語の授業のお役に立つわけではありません（教授
法でも授業研究でもなく、先生方に模擬授業をして頂く予定
もありません）。英文法の面白さを知っていただく機会を提
供したいと思います。

寺田　寛（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月23日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503727号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】授業を基礎から支える英
語統語論

講義内容は、英語教育学ではなく、英語の母語話者がどん
な文法知識を持っていると現代の言語学で考えられている
かをご紹介するものです。その内容は、2学期からすぐに先
生方の英語の授業のお役に立つわけではありません（教授
法でも授業研究でもなく、先生方に模擬授業をして頂く予定
もありません）。英文法の面白さを知っていただく機会を提
供したいと思います。

寺田　寛（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月25日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503728号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】社会科地理教材の開発

小・中学校社会科における地域学習や地理的分野につい
て，授業展開や教材開発に必要な知識・技能を，講義と実
習を通じて講習します．内容は身近な地域調査を行う上で
便利な「地理院地図」の活用方法、防災の観点から地域の
特徴を見る現地調査からなります。

水野　惠司（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年9月11日 教諭

小学校教諭向
け、中学校社会
科教諭向け、高
等学校地理歴史
科教諭向け、特
別支援教諭向け

6,000円 60人
令和3年6月30日～

令和3年7月5日

令03-
10059-
503729号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】いのちの教育の理論と実
践

いのちの教育の理論を紹介し、その実践の仕方を実際の教
材をもとに考察する。具体的には、国語・社会・道徳などの
教科書を取り上げ、いのちが学校でどのように扱われてい
るかを解明しつつ、いのちの教育の可能性や意義を説明す
る。講義では受講生が能動的に参加ができるような工夫を
したい。

岩田　文昭（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月22日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 80人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503730号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】いのちの教育の理論と実
践

いのちの教育の理論を紹介し、その実践の仕方を実際の教
材をもとに考察する。具体的には、国語・社会・道徳などの
教科書を取り上げ、いのちが学校でどのように扱われてい
るかを解明しつつ、いのちの教育の可能性や意義を説明す
る。講義では受講生が能動的に参加ができるような工夫を
したい。

岩田　文昭（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月23日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 80人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503731号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】中高社会科歴史学習の
内容と方法に関する理論と実践

中学校社会科・高等学校地理歴史科における歴史学習に
関して、新たな歴史研究の動向や歴史認識・解釈などにつ
いて解説するとともに、教材研究の方法などについて講義・
実習を行う。具体的には、①歴史学習に関わる領域につい
て、社会科授業の基礎的・基本的な知識・理論の理解を深
める。②歴史研究の新たな研究状況を解説し、歴史を認識
するとはいかなることか、また、歴史を解釈するとはいかな
ることかについて理解を深める。

櫻澤　誠（教育学部准教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月25日 教諭

中学生社会科教
諭向け、高等学
校地理歴史科教

諭向け

6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503732号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】地図活用入門

 身近な地域の人口や経済活動などを知ることができる資料
として、基本的な統計を取り上げ、その概要を解説します。
そのうえで、統計の活用した主題図作成などの実習を行い
ます。また、身近な地域の景観やその変遷を知ることができ
る資料として、地形図や空中写真などを取り上げ、それらの
読み取りなどの実習を行います。

山近　博義（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校教諭向
け、中学校社会
科教諭向け、高
等学校地理歴史

科教諭向け

6,000円 60人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503733号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】ワークショップで学ぶ社会
参加と社会形成を目指す社会科
教育のための基礎理論

これからの未来を担う子どもたちが自他の幸福を願い、積
極的に社会と関わり、自分のいる場所でよりよい社会をつく
ることができる力を身に付けるために、社会科（地歴科・公
民科）の授業は今後どうあるべきなのか。さまざまな理論に
ついてワークショップ形式で学びつつ、自分自身の教師観・
授業観・学習観の見直しの機会を共に作ります。

手取　義宏（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年9月11日 教諭

小学校教諭向
け、中学校社会
科教諭向け、高
等学校（地理歴
史科・公民科）教
諭向け、特別支

援教諭向け

6,000円 60人
令和3年6月30日～

令和3年7月5日

令03-
10059-
503734号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】日本・中国の言語と文化
（漢文関係）

漢文（日本漢文を含む）や中国近代文学に関して、講師が
それぞれの専門的観点から講義を行います。そのなかで高
等学校「国語」の学習指導に関わる新たな知見の獲得を目
指すことを最大の目標とします。また、言葉に対する認識を
深め、生徒が生涯にわたって言語文化の担い手となり、言
葉を通して他者や社会に関わるための国語力の強化につ
いて考えるきっかけにしたいとも考えています。

佐藤　一好（教育学部教授）
中野　知洋（教育学部准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月5日 教諭
高等学校国語科

教諭向け
6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503735号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】日本・中国の言語と文化
（日本語・日本語表現）

日本語および日本語表現に関して、講師がそれぞれの専門
的観点から講義を行います。そのなかで高等学校「国語」の
学習指導に関わる新たな知見の獲得を目指すことを最大の
目標とします。また、言葉に対する認識を深め、生徒が生涯
にわたって言語文化の担い手となり、言葉を通して他者や
社会に関わるための国語力の強化について考えるきっかけ
にしたいとも考えています。

石橋　紀俊（教育学部教授）
櫛引　祐希子（教育学部准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月10日 教諭
高等学校国語科

教諭向け
6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503736号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】日本・中国の言語と文化
（日本文学）

日本古典文学および日本近代文学に関して、講師がそれぞ
れの専門的観点から講義を行います。そのなかで高等学校
「国語」の学習指導に関わる新たな知見の獲得を目指すこと
を最大の目標とします。また、言葉に対する認識を深め、生
徒が生涯にわたって言語文化の担い手となり、言葉を通し
て他者や社会に関わるための国語力の強化について考え
るきっかけにしたいとも考えています。

石橋　紀俊（教育学部教授）
小野　恭靖（教育学部教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月6日 教諭
高等学校国語科

教諭向け
6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503737号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】養護教育 －環境への適
応とアレルギー・アナフィラキシー

講義１：環境へのヒトの生理的適応や遺伝的適応について
考える。さらに暑熱並びに寒冷曝露に対する体温調節、血
圧及び心拍変動など生理的反応が及ぼす影響として、例え
ば熱中症や偶発性低体温症など健康障害についても学ぶ。
講義２：健康を維持増進するための大切な生活習慣やセル
フメディケーションについて学ぶ。

永井　由美子（教育学部教授）
松本　鉄也（教育学部教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月5日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503738号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】養護教諭 －フィジカルア
セスメントと小中高生の健康課題

講義１：学校現場における救急処置活動に必要な基礎知
識、アセスメント、処置・対応などについて解説し、事例につ
いてグループワークを行う。講義２：現代生活の実状と健康
問題について、心身における発育と発達を中心に解説す
る。また、身体の成長や怪我、学校教育における運動器検
診について講義する。

橋弥　あかね（教育学部准教授）
榎木　泰介（教育学部准教授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年8月19日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503739号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】養護教諭－子どもの健康
課題

講義１：養護教諭に必要な医学知識について、スライド・動
画などを用いて解説を行います。講義２：養護教諭が行う健
康相談活動をより一層円滑に進めるための留意点について
述べる。模擬事例について、グループでの事例検討を実施
する。

平田　久美子（教育学部教授）
出水　典子（教育学部特任准教授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年8月23日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503740号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】調理実験から調理への関
心を高める

調理は生活に身近なサイエンスです。理科や社会の応用に
なっている事象も多いので、水にまつわる科学を中心に、家
庭科を新たな視点でみなおしてみたいと思います。

井奥　加奈（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校・高等学
校家庭科教諭向

け
6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503741号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】家庭科の保育・家族を考
える

・家族領域　近年の家族の変化や現状を捉え、それらの社
会における生徒・学生のライフデザインの有り様について、
講義や演習を通じて考える。

・保育領域　乳幼児の遊びの意味や意義を捉え具体的、実
践的な保育の活動の実体験を通じ、子どもの理解を深め
る。

小崎　恭弘（教育学部准教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月5日 教諭

幼稚園・小学校
教諭向け、中学
校・高等学校家
庭科教諭向け

6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503742号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】砂糖とデンプンの話

　家庭科などで実施可能な実験・実習のうち、食物の分野を
中心に紹介します。前半は砂糖その他、食品に使用される
糖質について解説を行った後、糖度計を用いて食品の糖度
の測定を行い、結果について討論します。後半は加熱によ
るでんぷんの糊化や酵素分解について解説ののちに、デン
プンを酵素分解しヨウ素反応の色の変化を観察します。さら
に食品中のでんぷんの存在をこの反応で確認する予定で
す。

中田　忍（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校・高等学
校家庭科教諭向

け
6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503743号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】苦手克服！超初心者向け
今更聞けない「小学校被服製作
実習」の基礎

　小学校家庭科における被服製作実習の基礎として、手縫
いとミシンを取り上げて講習を行います。糸の針への通し方
に始まり、玉結びや玉どめ、並縫い等の基礎縫い、ボタン付
け、ミシンを使った作品の製作など、実際に実習を行いなが
ら、注意点を確認していきます。つまづきやすいポイントやミ
シントラブル対応等についても解説します。

山田　由佳子（教育学部准教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校・特別支

援教諭向け
6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503744号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】消費者教育をデザインし
よう（１）

学校教育現場には、18歳成人に向けて若年消費者教育の
充実が求められている。理論を押さえ、出前講座等の体験
をふまえ、グループワークで授業をデザインする。国民生活
センターと連携して実施することも考えている。7/23の（２）と
２日間の連続受講を前提とすることが望ましい。

鈴木　真由子（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月22日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校家庭科教諭

向け

6,000円 35人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503745号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】消費者教育をデザインし
よう（2）

学校教育現場には、18歳成人に向けて若年消費者教育の
充実が求められている。理論を押さえ、出前講座等の体験
をふまえ、グループワークで授業をデザインする。国民生活
センターやなどと連携して実施することも考えている。7/22
実施の（１）を受講してから（２）を受講することが望ましい。

大本　久美子（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月23日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校家庭科教諭

向け

6,000円 35人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503746号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】食の安全・住まい安全を
テーマにした実習

(1)食の安全性について考える授業づくりー食中毒予防と教
材化ー
食の安全性を脅かす問題で特に「食中毒」について取り上
げ、食中毒の特徴と予防について解説します。簡単な食品
衛生の実習を通して、食中毒予防を意識させる教材として
の可能性を検討します。
(2)住領域の教材体験～安全な住まいを中心に～

安全な住まいについて学ぶプログラムの体験や住まいの耐
震性について学ぶペ－パ－クラフト教材の制作実習を行
い、学校の授業での活用の視点から比較・評価してもらいま
す。

西川　章江（教育学部准教授）
碓田　智子（教育学部教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校家庭科教諭

向け

6,000円 21人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503747号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】食生活の中の健康と安全
について考える －食品中のカ
フェインとポリフェノール

カフェインとポリフェノールは、緑茶、紅茶、コーヒーなど嗜好
飲料に含まれています。最近では、カフェインを含むエナ
ジードリンクが若者の間でよく飲まれています。本講習の前
半では、茶葉などからカフェインを取り出す実習をとおして、
身近な食品に含まれるカフェインについて知り、健康被害を
予防するために注意すべきことなどを考え、後半では、ポリ
フェノールの抗酸化性の実習を通して、食品の機能性につ
いて学び、それぞれ教材としての可能性を検討します。

西川　章江（教育学部准教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校家庭科教諭

向け

6,000円 21人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503748号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】住まいと暮らしの文化の
体験学習

住まいと暮らしの博物館である「大阪くらしの今昔館」で実習
を行います。日本の伝統的な住まいと暮らしについての解
説のあと、①展示室内で江戸時代の町並みの観察と町家
の間取り作成実習を行います。②町家の建物と生活の知恵
と工夫についての見学解説を行います。③ワークショップで
意見交換を行ない、伝統的な住まいと暮らしの知恵と工夫、
今日の住生活とのつながりについて検討します。

碓田　智子（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校家庭科教諭

向け

6,000円 21人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503749号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】小学校における授業づく
りのための基礎・基本（理科分野
その１）

小学校理科関連の授業づくりに関する講習である。物理学
分野，地学分野の２つの分野について講習を行う。物理学
分野では，ふりこや電磁石等のテーマを扱い，児童にも簡
単に作れる実験装置を製作してもらう予定。地学分野では，
理科で使用される用語と日常使用される用語の違いを理解
することの重要性について議論する。

廣木　義久（教育学部教授）
種村　雅子（教育学部教授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年7月23日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503750号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】小学校における授業づく
りのための基礎・基本（理科分野
その２）

小学校理科関連の授業づくりに関する講習である。生物学
分野，科学教育分野の２つの分野について講習を行う。生
物学分野では，プランクトンを材料に顕微鏡の使い方や顕
微鏡写真の撮り方等を実習する。科学教育分野では，プロ
グラミング教育の講義と実習を行う。

出野　卓也（教育学部教授）
垣本　徹（教育学部准教授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年7月23日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503751号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】暗号と実数

午前：その活躍を多くの人は気付いていないが、暗号は現
代社会の基盤を支える最も重要な技術の1つであると断言
できる。そして、そこには代数学が使われている。この講習
では、暗号の歴史をふり返ってから、初等整数論の知識で
理解できるRSA暗号について学ぶ。

午後：小学校で分数（有理数）、中学校で無理数（実数）を学
習しますが、高等学校の微分積分では実数の収束の考え
が必要です。数学の発展について言及し、数学的な見方、
数学的思考について講義したいと思います。

馬場　良始（教育学部教授）
田中　秀典（教育学部特任教授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年7月22日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭向

け
6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503752号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】確率論の基礎と応用・結
び目理論の教材化（中・高等学校
数学教員のために）

中・高等学校数学教員向けに以下の講義を行う。

１．数え上げ・期待値等の確率論の基礎を復習し、応用事例
をいくつか取り上げる。確率論の応用を知り、基礎理論の理
解を深めることを目標とする。

２．結び目の数学の分野には、中学校や高校の現場でも教
材化できそうで、教育的にも意義のありそうな内容が多く見
られる。その中から、今までに中学や高校で実践してきた内
容とその実践の概要を紹介する。

貞末　岳（教育学部准教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月23日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭向

け
6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503753号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】数学の授業づくり

講習１：ひとつのトピックに絞り、小学校から大学までの算
数・数学の流れを俯瞰的に見直すことを試みたい。生徒が
学ぶ数学が今までに学んだきたものとどのように関係する
のか。また学んだ後にどのように展開していくのか。このよう
な視点を持ち、授業を行うことは大切だと考える。講習は小
学校算数から始め、最後は大学数学まで繋げていければと
考えている。
講習２：中学校現場で実践された教材や授業を紹介するとと
もに、生徒の意欲を喚起する授業づくりについて、グループ
ワークを交えながら検討していく。また、参加者それぞれの
経験や実践を交流し、相互に良い刺激と情報を得る機会に
なればと考えている。

岡安　類（教育学部准教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月23日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭向

け
6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503754号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】Scratchで作成された創作
教材を用いたICT活用算数授業

スクラッチで作成された創作教材を用いたICT活用算数授業
について、以下の流れで講義と実習を行う。
１．スクラッチを用いた算数を楽しむ教材を体験し、その特
性を理解する。
２．スクラッチ教材を使ったアクティブラーニングの展開方法
を考える。
３．スクラッチ教材を使った思考力・判断力・表現力等の育
成を考える。
４．スクラッチ教材を使った数学的活動の方法を検討する。
５．算数学習指導案を作成し，実際の授業で活用法につい
ての議論を深める。

上出　吉則（教育学部特任教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月6日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503755号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】Scratchで作成された創作
教材を用いたICT活用算数授業

スクラッチで作成された創作教材を用いたICT活用算数授業
について、以下の流れで講義と実習を行う。
１．スクラッチを用いた算数を楽しむ教材を体験し、その特
性を理解する。
２．スクラッチ教材を使ったアクティブラーニングの展開方法
を考える。
３．スクラッチ教材を使った思考力・判断力・表現力等の育
成を考える。
４．スクラッチ教材を使った数学的活動の方法を検討する。
５．算数学習指導案を作成し，実際の授業で活用法につい
ての議論を深める。

上出　吉則（教育学部特任教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月10日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503756号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】Scratchで作成された創作
教材を用いたICT活用算数授業

スクラッチで作成された創作教材を用いたICT活用算数授業
について、以下の流れで講義と実習を行う。
１．スクラッチを用いた算数を楽しむ教材を体験し、その特
性を理解する。
２．スクラッチ教材を使ったアクティブラーニングの展開方法
を考える。
３．スクラッチ教材を使った思考力・判断力・表現力等の育
成を考える。
４．スクラッチ教材を使った数学的活動の方法を検討する。
５．算数学習指導案を作成し，実際の授業で活用法につい
ての議論を深める。

上出　吉則（教育学部特任教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月12日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503757号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】中学校教員を対象とした
ものづくり（材料と加工の技術）に
関する講習

　技術分野内容「Ａ材料と加工の技術」に関する講習を行
う。前半は，「木材利用と環境保全」と題し，循環型社会形成
に向けた木材の有効利用のあり方と，簡単な木製品の製作
を行い，木材加工技能の向上を図る。後半は，「進化を続け
る鋳造技術」と題し，溶けた金属からのモノづくりについて，
特に砂型鋳造法を取り上げる。なお，講習内容の理解を深
めるに，講習の中で金属の特徴，種類，組織，機械的性質
とその評価方法などについても概説する。

永冨　一之（教育学部教授）
成田　一人（教育学部准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月18日 教諭
中学校（技術・家
庭科技術分野）

教諭向け
6,000円 12人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503758号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学

【選択】楽しいマイコンボードと技
術教育〜中学校教員を対象とし
たものづくり（情報の技術と教育
法）に関する講習〜

　技術分野内容「Ｄ情報の技術」に関する講習を行う。前半
は、「楽しいマイコンボード」と題し、マイコンボード micro:bit
(貸出)を使って作品作りに取り組むと共に、参加者と教材や
教育について議論する。後半は，技術科教育における協
同・協働学習に着目し、創造性の育成、課題解決力を習得
させる指導法について体験を通して理解を深め、これからの
技術科教育に求められる授業を創造する能力の育成を図
る。

光永　法明（教育学部准教授）
吉岡　利浩（教育学部特任准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月19日 教諭
中学校（技術・家
庭科技術分野）

教諭向け
6,000円 12人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503759号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】中学校教員を対象とした
ものづくり（エネルギー変換等）に
関する講習

技術分野内容「Cエネルギー変換」と「D情報の技術」に関す
る講習を行う。前半は、「エネルギーの変換・移動からみる
エネルギー・環境」と題し、エネルギーの概念から、エネル
ギーの形態や変換・移動から、エネルギー変換・移動の具
体例について概説を行う。後半は、「情報技術と融合するロ
ボット技術」と題して、情報通信技術と融合するロボット技術
について、いくつかの事例をベースに紹介を行い、パターン
認識や機械学習などに基づく推定技術の理解を深める。さ
らには、情報ロボット技術の高度化について、いくつかの例
題を通して考える。

篠澤　一彦（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校（技術・家
庭科技術分野）

教諭向け
6,000円 12人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503760号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】どこでもできる森林ESD
〜地域と連携した教科での展開
〜(1日目）

森林ESDとは，持続可能な社会づくりに向け，問題解決に必
要な能力・態度を身につけさせるための森林や身近な自然
環境を活用した学習活動です。本講座（1日目）では，森林
ESD実践の教育的意義や学習指導要領での取扱いについ
て講義します。さらに，生物の暮らしと森林環境をテーマに
大学構内の自然を活用したフィールドワークを行います。

永冨　一之（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校（理科・社
会・図画工作）教
諭向け、中学校
（技術・家庭科技
術分野）教諭向け

6,000円 22人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503761号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】どこでもできる森林ESD
〜地域と連携した教科での展開
〜(2日目）

森林ESDとは，持続可能な社会づくりに向け，問題解決に必
要な能力・態度を身につけさせるための森林や身近な自然
環境を活用した学習活動です。本講座（2日目）では，河内
長野市立林業総合センター（木根館）を講習会場にして，森
づくりや木づかいなどの実践的・体験的活動を通して森林
ESDを学びます。

永冨　一之（教育学部教授）
青木　宏子（教育学部特任准教授）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校（理科・社
会・図画工作）教
諭向け、中学校
（技術・家庭科技
術分野）教諭向け

6,000円 22人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503762号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】どこでもできる森林ESD
〜地域と連携した教科での展開
〜(3日目）

森林ESDとは，持続可能な社会づくりに向け，問題解決に必
要な能力・態度を身につけさせるための森林や身近な自然
環境を活用した学習活動です。本講座（3日目）では，幼児
教育からのつながり，小学校の社会科，理科，図画工作科
の実践例をもとに，森林ESDと関わりの深い単元や題材に
ついて地域の物的，人的支援を活用し，学校の実態に応じ
た指導計画を考えます。

永冨　一之（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校（理科・社
会・図画工作）教
諭向け、中学校
（技術・家庭科技
術分野）教諭向け

6,000円 22人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503763号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】観察・実験などを通して深
める理科の探究_小学校A[エネル
ギーと粒子]

理科の実験室で数名ずつのグループを作り，理科の「エネ
ルギー・粒子」の内容における実験の勘所やノウハウ，楽し
く役立つ教材の利用法などを紹介し，実際にグループ実験
していただきます。前半は小学校第3学年の光と音の性質，
第6学年の電気の利用の内容に関する実験を扱います。後
半は小学校第6学年で取り扱うものの燃え方，水溶液の性
質に関する実験を扱います。

深澤　優子（教育学部准教授）
種田　将嗣（教育学部准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月18日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 32人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503764号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】観察・実験などを通して深
める理科の探究_小学校B[生命と
地球]

理科の実験室で数名ずつのグループを作り，小学校理科の
「生命・地球」の内容における観察・実験の勘所やノウハウ，
楽しく役立つ教材の利用法などを紹介し，実際にグループ
実験していただきます。「生命」領域は第3学年のこん虫のつ
くりと育ち，第5学年の顕微鏡の使い方に関する内容を扱い
ます。「地球」領域は第5学年「天気の変化」における雲と天
気の変化の観察を扱います。

生田　享介（教育学部准教授）
吉本　直弘（教育学部准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月19日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 32人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503765号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】小学校理科における探究
型学習の指導

現行の学習指導要領の柱である探究型学習の指導方法に
ついて取り上げる。午前は新しい内容「人と環境」、午後は
小学校理科の実験を用いた課題解決の体験に焦点を当て
る。これらの基本的事項について解説するとともに、受講者
同士でグループワークをおこなうことで、日常の理科指導に
役立つ指導方法について実践的に学ぶ。

安積　典子（教育イノベーションデザインセン
ター講師）
石川　聡子（大学院連合教職実践研究科教授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年7月22日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 32人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503766号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】観察・実験などを通して深
める理科の探究_中学校[物理]

主に中学校理科教員にむけて「エネルギーと粒子」分野の
指導を振り返り、探究を深める授業を作るための機会とした
い。３人の講師が２時間ずつ講習を行う。初めに理科教育を
研究する観点から「エネルギーと粒子」分野において必要と
なる科学的な考え方（探究の過程）にかかわる活動を行い、
振り返る。続いて実験を交え、電気に関わる単元を通じてエ
ネルギー変換について考える活動を行う。最後に，エネル
ギー分野の高等学校で教える内容に対する小・中での学び
のつながりを実験を交えて講習し、探究を深める授業につ
ながる議論を行う。

鈴木　康文（教育学部教授）
向井　大喜（教育学部特任講師）
串田　一雅（教育学部准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月23日 教諭
中学校理科教諭

向け
6,000円 24人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503767号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】観察・実験などを通して深
める理科の探究_中学校[化学・
生物]

主に中学校理科教員にむけて「化学」［生物」分野の観察実
験探究を深める授業を作るための機会とします。化学分野
では目で見ることができないため指導が難しいとされている
イオンについて、生徒の興味を喚起し、授業で活用しやすい
実験を紹介します。生物分野では植物の形態や分類につい
て講義，関連した観察実験を行います。

岡崎　純子（教育学部教授）
安積　典子（教育イノベーションデザインセン
ター講師）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校理科教諭

向け
6,000円 24人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503768号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】生物観察入門

主に理科の第２分野（生命）において、実際に野外で生物観
察を行う場合に注意すべき点、野外観察に関連した実験の
方法などを２つのテーマについて紹介します。本講習では、
野外実習、屋内での実験と講義を行う予定です。野外実習
は、講習会場の周辺で行い、屋内の実験と講義は、実験室
または普通教室で行う予定です。野外実習は、天候により
変更される場合もあります。

鵜澤　武俊（教育学部教授）
乾　陽子（教育学部准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校生物学教諭

向け

6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503769号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】現代科学・技術につなが
る高等学校理科（SI単位と放射性
核種）

午前は講義として、高等学校理科で学習する単位であるキ
ログラム、ケルビン、アンペア、モルの、2019年に施行となっ
た新定義の内容と旧定義から改定へと至った経緯につい
て、現代社会との関連も含めて説明する。それとともに、今
回の定義改定を支えた最先端の計測技術について解説し、
高等学校理科の学習内容が、現代科学・技術に密接に繋
がっていることを理解してもらう。
　午後は、高校地学をベースに、放射性核種の利用と処分
に関する現代的テーマを解説する。特に、原子力発電に利
用されているウランを対象に、地理的分布や産状、壊変の
時間スケールなどを、地球科学的背景に基づいて紹介す
る。

久保埜　公二（教育学部教授）
堀　真子（教育学部准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月19日 教諭
高等学校（物理・
化学・地学）教諭

向け
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503770号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】地学観察入門

　主に理科の第２分野（地球）において、実際に野外で地学
観察を行う場合に注意すべき点、野外観察に関連した実験
の方法などを２つのテーマについて紹介します。本講習で
は、野外実習、屋内での実験と講義を行う予定です。野外
実習は、講習会場の周辺で行い、屋内の実験と講義は、実
験室または普通教室で行う予定です。野外実習は、天候に
より変更される場合もあります。

小西　啓之（教育学部教授）
松本　桂（教育学部准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校地学教諭向

け

6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503771号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】現代科学・技術につなが
る高等学校理科（化学から見た
ハイテク材料）

　午前は講義として、高校化学の指導内容「光学活性化合
物」や「芳香族化合物」が、現代社会を支えるハイテク素材
に使われていることについて解説し、高校化学の学習内容
が、現代科学・技術に密接に繋がっていることを理解しても
らう。
　午後は、午前の講義に関連して酸塩基指示薬（フェノール
フタレイン）や蛍光色素（フルオレセイン）の合成を高校の理
科室にある器具で行う。実験器具の取り扱いや操作方法の
確認、ならびに実験の注意事項も説明する。合成した色素
をベースにして光を利用した機能性材料（有機ＥＬや有機太
陽電池）などの説明も行う。

堀　一繁（教育学部准教授）
谷　敬太（教育学部教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月18日 教諭
高等学校化学教

諭向け
6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503772号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】数理・情報の世界１

数学は数千年の歴史を持ち、学校教育の中で扱われるの
はその一部分に過ぎません。通常のカリキュラムでは、積み
上げ型の教科の特性として、基礎的な部分が中心になり、
最先端の話題に触れる余裕がありません。また、コンピュー
タの発達に伴い、数学においても実験的な要素を取り込む
ことが可能となってきました。この講座では、高等学校で教
えられる数学の背景と発展などをグループワークを通じて学
ぶとともに、コンピュータ実習を行います。

町頭　義朗（教育学部教授）
藤井　淳一（教育学部教授）
藤田　修（教育学部教授）
望月　久稔（教育学部准教授）
芦野　隆一（教育学部教授）
守本　晃（教育学部教授）
森岡　達史（教育学部教授）
平木　彰（教育学部教授）
湯浅　久利（教育学部准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月10日 教諭
高等学校数学・
情報科教諭向け

6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503773号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】数理・情報の世界２

数学は数千年の歴史を持ち、学校教育の中で扱われるの
はその一部分に過ぎません。通常のカリキュラムでは、積み
上げ型の教科の特性として、基礎的な部分が中心になり、
最先端の話題に触れる余裕がありません。この講座では、
高等学校で教えられる数学の背景と発展などを解析学・代
数学を中心に紹介します。

町頭　義朗（教育学部教授）
藤井　淳一（教育学部教授）
藤田　修（教育学部教授）
望月　久稔（教育学部准教授）
芦野　隆一（教育学部教授）
守本　晃（教育学部教授）
森岡　達史（教育学部教授）
平木　彰（教育学部教授）
湯浅　久利（教育学部准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月11日 教諭
高等学校数学・
情報科教諭向け

6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503774号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】数理・情報の世界３

数学は数千年の歴史を持ち、学校教育の中で扱われるの
はその一部分に過ぎません。通常のカリキュラムでは、積み
上げ型の教科の特性として、基礎的な部分が中心になり、
最先端の話題に触れる余裕がありません。また、コンピュー
タの発達に伴い、数学においても実験的な要素を取り込む
ことが可能となってきました。この講座では、数学的な内容
についてコンピュータ実習を行います。

町頭　義朗（教育学部教授）
藤井　淳一（教育学部教授）
藤田　修（教育学部教授）
望月　久稔（教育学部准教授）
芦野　隆一（教育学部教授）
守本　晃（教育学部教授）
森岡　達史（教育学部教授）
平木　彰（教育学部教授）
湯浅　久利（教育学部准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月12日 教諭
高等学校数学・
情報科教諭向け

6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503775号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】こどもに響く音楽表現とは
何か －生き生きした授業・活動
の秘訣－

音楽とはいったい何でしょうか。楽譜でしょうか、それとも作
品でしょうか。いいえ、私たちはそのようには考えていませ
ん。楽譜や作品を前提にしたとたん、音楽というものがこど
もたちにとってとても難しく、遠い存在になってしまいます。
そうではなく、私たちの身近にまずもってこえや音が発生し、
「そのとき」「その場所で」「人から人へ」直に共有されるもの
ではないでしょうか。本講習では、音楽が「いま」「ここで」生
まれる現場をともに体験することを通して、音楽が本来持っ
ている力をこどもたちに届けるヒントを探ります。

吉野　秀幸（教育学部准教授）
加藤　あや子（教育学部准教授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年8月18日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503776号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学 【選択】成功体験に導く実技指導

小学校の図画工作と保健体育の教科をとりあげ，「成功体
験に導く，魅力的な授業づくり」のための基礎講座として，教
師にとって必要な専門的な知識や技能，授業方法や授業展
開にかかわるポイントについて実践的な視点から講習を行
います。なお，簡単な実習や実技を体験し，実践を通して理
解を深めることをめざします。

松井　祐（教育学部准教授）
橋元　真央（教育学部特任講師）

大阪府大阪市 6時間 令和3年8月18日 教諭
小学校（図画工
作・保健体育）教

諭向け
6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503777号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】漢字・書道の総合的知識
を学び、書写教育に生かす

漢字の成り立ちについて、六書（象形・指事・会意・形声・仮
借・転注）を学ぶ。また、白川静の系列文字を学ぶ。さらに、
甲骨文・金文・小篆・隷書・楷書・行書・草書などの書体の変
遷についてそれらの歴史を学習する。その他に、中国の書
法教育の実態に触れ、これらの知識を基にして国語におけ
る総合的な書写・書道教育について考察する。

出野　文莉（教育学部准教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校国語科教諭
向け、特別支援

教諭向け

6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503778号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】子ども達が「わかった、で
きた。」と達成感を味わえるような
書写の授業を作りましょう！！

小学校国語科（書写）学習における毛筆指導のあり方につ
いて、主に３年生で学習する基本的な筆づかいの習得に焦
点をあて、児童が「わかった、できた。」と達成感を持たせら
れるような指導のあり方について考察します。また、小学校
国語科（書写）における「かな文字」の書き方、指導方法につ
いても習得、考察します。

瀨川　賢一（教育学部准教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月18日 教諭

小学校国語科
（書写）教諭向

け、特別支援教
諭向け

6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503779号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】毛筆の範書の書き方と指
導方法について

小学校国語科（書写）学習における毛筆指導のあり方につ
いて、３年生の基礎技法を踏まえた上で、指導要領にある4
年生以上の指導内容に関わる範書の書き方について習
得、考察します。また、同時に、それらを用いた指導法の内
容についても考えていく予定です。

池田　利広（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月19日 教諭

小学校国語科
（書写）教諭向

け、特別支援教
諭向け

6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503780号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】図工・美術の教材体験①
～石膏を使ってみよう～

　実材をつかった以下の制作を体験し、児童生徒の感性や
身体感覚に基づく教材への発展を目指します。
石膏を主素材にして、型取りなどによる造形方法を体験しま
す。また、そこから派生する様々な展開の可能性を探りま
す。造形材料としての「石膏」についてのオリエンテーション
から、身近なものを使い、成形方法の試み、作品制作を行
います。教材への展開を視野に入れ「化石をつくろう！」など
のテーマにも取り組みます。

加藤　可奈衛（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月4日 教諭

幼稚園・小学校
教諭向け、中学
校・高等学校（造
形表現・図画工
作・美術・工芸）
教諭向け、特別
支援教諭向け

6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503781号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】図工・美術の教材体験②
～石膏を使ってみよう～

　実材をつかった以下の制作を体験し、児童生徒の感性や
身体感覚に基づく教材への発展を目指します。
 石膏を主素材にして、型取りなどによる造形方法を体験し
ます。また、そこから派生する様々な展開の可能性を探りま
す。造形材料としての「石膏」についてのオリエンテーション
から、身近なものを使い、成形方法の試み、作品制作を行
います。教材への展開を視野に入れ「化石をつくろう！」など
のテーマにも取り組みます。

加藤　可奈衛（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月10日 教諭

幼稚園・小学校
教諭向け、中学
校・高等学校（造
形表現・図画工
作・美術・工芸）
教諭向け、特別
支援教諭向け

6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503782号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】図工・美術の教材を活か
す①～染色～

　実材をつかった以下の制作を体験し、児童生徒の感性や
身体感覚に基づく教材への発展を目指します。
　身近な材料や道具で染めを楽しみながら、基本的な染め
の原理や表現の基礎を学びます。　植物染料による染色の
基本構造の説明後、柏原キャンパス内での染料植物収集
し、染料づくり，模様づくり（簡単な絞り）をします。
　染色・媒染藍染の基本構造の説明後、インド藍による藍甕
の作製、模様づくり（簡単な絞り）、をします。実際に染色し
作品として仕上げます。

佐藤　賢司（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月5日 教諭

幼稚園・小学校
教諭向け、中学
校・高等学校（造
形表現・図画工
作・美術・工芸）
教諭向け、特別
支援教諭向け

6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503783号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】素材を活かした図工・美
術の実践②～染色～

　実材をつかった以下の制作を体験し、児童生徒の感性や
身体感覚に基づく教材への発展を目指します。
　身近な材料や道具で染めを楽しみながら、基本的な染め
の原理や表現の基礎を学びます。　植物染料による染色の
基本構造の説明後、柏原キャンパス内での染料植物収集
し、染料づくり，模様づくり（簡単な絞り）をします。
　染色・媒染藍染の基本構造の説明後、インド藍による藍甕
の作製、模様づくり（簡単な絞り）、をします。実際に染色し
作品として仕上げます。

佐藤　賢司（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月11日 教諭

幼稚園・小学校
教諭向け、中学
校・高等学校（造
形表現・図画工
作・美術・工芸）
教諭向け、特別
支援教諭向け

6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503784号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】素材を活かした図工・美
術の実践①～粘土と木材～

　実材をつかった以下の制作を体験し、児童生徒の感性や
身体感覚に基づく教材への発展を目指します。
　様々な状態の粘土に触れ、遊びを基本に置いた教材研究
のための演習を行います。粘土に慣れた後、自分の身体を
利用してサラダボールや小皿を作ります。
　基本的な手道具や電動工具の適切な使い方を説明し、慣
れるための演習と他素材を用いた演習をします。木を素材と
した造形活動の教材展開、制作物を用いた遊びへの展開を
模索します。

谷村　さくら（教育学部特任准教授）
青木　宏子（教育学部特任准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月6日 教諭

幼稚園・小学校
教諭向け、中学
校・高等学校（造
形表現・図画工
作・美術・工芸）
教諭向け、特別
支援教諭向け

6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503785号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】小学校における健康・保
健・安全の指導法

　小学校体育科および中学校・高等学校保健体育科のなか
でも保健領域に属する各分野の留意点を踏まえ、健康・安
全指導に関する重要なポイントを総整理します。講義内容に
ついては、小中高それぞれの学習指導要領解説（体育編、
保健体育編）の記載された内容のうち、近年の学校を取り巻
く諸問題をにらみつつ、講師が特に必要と認めたテーマを精
選して講義します。

赤松　喜久（教育学部教授）
鉄口　宗弘（教育学部教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年7月30日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校体育科教諭

向け

6,000円 80人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503786号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】中学校・高等学校におけ
る体育理論の指導法

中学校・高等学校保健体育科における必修単元「体育理
論」の基礎と実際について、終日講義を行います。講習前半
では単元「体育理論」で扱う学習内容について体育学人文
社会系の知見を参照しつつ、スポーツ文化論の視点も交え
ながら受講者と議論を行います。
　講習後半では実際の授業における方法や注意点にも目
配りしながら、「体育理論」の授業を成功させるための具体
案についても考えていきます。

林　洋輔（教育学部講師）
貴志　泉（教育学部特任准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年7月29日 教諭
中学校・高等学
校保健体育科教

諭向け
6,000円 80人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503787号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】小学校体育科における
ボール運動系の指導方法

ゲーム・ボール運動領域の学習指導に焦点を当て、型ベー
スごとに実技を通して受講者自ら運動の特性を実感しなが
ら、それぞれの発達段階に応じた授業づくりの方法を講じて
いきます。特に投能力を中心としたボールの扱いとネット型
（プレルボール・キャッチバレーなど）を中心に取り上げま
す。

井上　功一（教育学部准教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年7月30日 教諭
小学校体育教諭

向け
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503788号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】小学校器械運動系・表現
運動系の指導方法と注意点

器械運動領域および表現運動領域の学習指導に焦点を当
て、導入時の注意事項などについて取り上げるとともに、指
導上の留意点や指導方法などを実践を通して学びます。

千住　真智子（教育学部教授）
古和　悟（教育学部教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年7月28日 教諭
小学校体育教諭

向け
6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503789号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】陸上運動（陸上競技）の
授業指導法と注意点

保健体育科における陸上運動系授業の実践に関して、講義
および実技実習を行う。
講義では、1)学習指導要領記載の内容とその意図、2)陸上
競技方法論・関連学術分野、3)授業実践の工夫などについ
て解説する。
実技授業では、「走」に関する陸上競技専門分野から授業
実践に落とし込む実技実習を行うとともに、「ハードル走」の
教材の工夫について実技実習を行う。

小川　剛司（教育学部准教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年7月30日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校（体育科・保
健体育科）教諭

向け

6,000円 60人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503790号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】ボールゲームの指導
（サッカー、バレーボール）

ボールゲームであるサッカー、バレーボールを取り上げ、基
本的なボール操作の仕方及びそれをゲームに結びつける
ボールの受け渡しに関する原則について講義及び実技を通
して説明を行い、先生方の実際のボールゲーム指導へのア
イディアにつながることを目的とする。

松原　英輝（教育学部特任准教授）
吉田　雅行（教育学部教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年7月29日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校保健体育科

教諭向け

6,000円 70人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503791号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】小学校体育科における水
泳運動系の理論と実践

水泳運動系の学習指導に重要な2つの内容について講義
（午前）と実技（午後）を行います。1つ目は「泳ぎのコツ」につ
いてです。水と親しみ、上手に浮いたり泳いだりするために
必要な指導上の工夫の仕方についての理論と実践を行い
ます。2つ目は「水泳と安全」です。講義では、プールや自然
の水辺での活動において自らの安全を確保していく上で必
要な知識や技術について学び、実技では「着衣泳」を中心に
講義内容の確認・体験をします。

生田　泰志（教育学部教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年7月28日 教諭
小学校保健体育

科教諭向け
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503792号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】中・高等学校武道単元の
指導方法と注意点

中学校および高等学校の武道単元における指導方法と注
意点を解説する。対象とする武道種目は剣道および柔道と
し、安全な授業の進め方や指導法について講義と実技を通
して解説するとともに、指導者に求められる理念について理
解を深める。

太田　順康（教育学部教授）
石川　美久（大学院連合教職実践研究科講師）

大阪府柏原市 6時間 令和3年7月29日 教諭
中学校・高等学
校保健体育教諭

向け
6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503793号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】体育科・保健体育科に活
かすアスレチック・トレーニング

体育の授業、クラブ活動等で起こり得るスポーツ障害、また
はスポーツ傷害の認識、評価法、予防方法、リハビリテー
ション、リコンディショニング、健康管理学を学びます。講習
は前半、座学で知識の習得に、後半は実技で技能の習得
に焦点が置かれています。

橋本　恒（教育学部特任助教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年7月28日
教諭

養護教
諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校保健体育教
諭向け、特別支
援教諭向け、養

護教諭向け

6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503794号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】児童・生徒が楽しみなが
ら学習に向かう歌唱授業のノウ
ハウをマスターしよう

●児童・生徒が歌唱表現の学習に楽しく取り組める授業、
楽しく取り組めない授業について、実際に授業をうける児
童・生徒の立場になって経験し、教師に求められる指導力
について考えます。
●（児童・生徒に寄り添った歌唱指導ができるために、教師
に求められる歌唱力、範唱力を、実際に教材曲を用いて、
感染防止対策の下、可能な範囲で、歌いながら習得しま
す。

田中　龍三（教育学部特任教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年9月4日 教諭
小学校教諭向

け、中学校音楽
科教諭向け

6,000円 45人
令和3年6月30日～

令和3年7月5日

令03-
10059-
503795号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】音楽科における資質・能
力の育成をめざす教材研究と学
習指導

H29～31改訂の学習指導要領に基づいた音楽科の教材研
究と方法研究の実際
子どもの資質・能力の育成をめざし、子ども主体となる授業
を実現するための教材研究と方法研究について、受講者に
よる実技や受講者相互によるディスカッションを交えて講義
する(兼平）。
学習指導要領には、児童生徒が学ぶべき必要条件（「これ
だけはやってほしい」）が書かれています。つまり、それ以上
の事柄については授業者の裁量に任されているのです。本
講義では、学習指導要領を踏まえつつも、授業者の裁量を
活かした授業実践化のヒントを探ります(吉野）。

兼平　佳枝（教育学部准教授）
吉野　秀幸（教育学部准教授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年9月11日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校音楽科教諭
向け、特別支援

教諭向け

6,000円 45人
令和3年6月30日～

令和3年7月5日

令03-
10059-
503796号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】古来から現代への芸術表
現の変化と多様性

指揮を通じて音楽をより理解する。音楽授業における効果
的なピアノ伴奏法の研究。作曲、ピアノの各分野より、教科
書に記載されている楽曲の見方、扱い方、表現方法等につ
いて、実技を交えて講義する。

猿谷　紀郎（教育学部准教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年7月25日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校音楽科教諭

向け

6,000円 45人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503797号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学 【選択】立体造形制作

受講者は、日常生活における利便性や、機器の操作等にお
ける接触面積の軽減等の、非接触性の工夫に活用できる手
のひらサイズの器具を、エルゴノミクスデザインにも留意し、
デザイン、構想し、与えられた素材を用いて、実際に造形制
作を行う。

五明　真（教育学部准教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月11日 教諭

中学校・高等学
校美術科教諭向
け、特別支援教

諭向け

6,000円 14人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503798号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】映像・メディア教育の教材
研究〜立体ゾートロープによるア
ニメーション制作

映像表現の教材事例として「立体ゾートロープ」によるアニ
メーションを制作を行います。併せて、アニメーション表現に
於ける「動き」の基礎を習得できる教材の紹介や、図画工作
で扱うことができる教材事例を紹介した映像資料の鑑賞も
行います。

江藤　亮（教育学部准教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月12日 教諭

小学校教諭向
け、中学校・高等
学校美術科教諭

向け

6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503799号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】水彩絵の具の楽しい使い
方　－本物そっくりに挑戦－

・絵具の使い方の基礎を抽象技法を実習しながら確認しま
す。
・拾ってきた石を紙粘土で簡単に模刻し、それを着彩するこ
とで混色や筆致の基礎を学びます。
・抽象絵画の技法を参考に実験的ワークショップを行い、絵
具を使う楽しさを再確認します
・鑑賞についてのワークショップを行い、作品を見て考えたこ
とを言葉にする楽しさを再確認します。

寺島　みどり（教育学部准教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月5日 教諭

中学校・高等学
校美術科教諭向
け、特別支援教

諭向け

6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503800号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】音楽実技総合演習　～学
び、歌い、奏で～①

音楽教員として必要な実技（歌唱、器楽、指揮法）と知識（楽
曲分析、音楽文化論、吹奏楽）を身に付け、スキルアップを
目指します。

神代　修（教育学部教授）
稲垣　琢磨（教育学部教授）
中務　晴之（教育学部教授）
北川　文雄（教育学部教授）
玉井　裕子（教育学部教授）
山畑　誠（教育学部准教授）
岡本　麻子（教育学部准教授）
卜田　隆嗣（教育学部教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校・高等学
校音楽科教諭向

け
6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503801号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】音楽実技総合演習　～学
び、歌い、奏で～②

音楽教員として必要な実技（歌唱、器楽、指揮法）と知識（楽
曲分析、音楽文化論、吹奏楽）を身に付け、スキルアップを
目指します。

神代　修（教育学部教授）
稲垣　琢磨（教育学部教授）
中務　晴之（教育学部教授）
北川　文雄（教育学部教授）
玉井　裕子（教育学部教授）
山畑　誠（教育学部准教授）
岡本　麻子（教育学部准教授）
卜田　隆嗣（教育学部教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校・高等学
校音楽科教諭向

け
6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503802号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】素材を活かした図工・美
術の実践②～粘土と木材～

　実材をつかった以下の制作を体験し、児童生徒の感性や
身体感覚に基づく教材への発展を目指します。
　様々な状態の粘土に触れ、遊びを基本に置いた教材研究
のための演習を行います。粘土に慣れた後、自分の身体を
利用してサラダボールや小皿を作ります。
　基本的な手道具や電動工具の適切な使い方を説明し、慣
れるための演習と他素材を用いた演習をします。木を素材と
した造形活動の教材展開、制作物を用いた遊びへの展開を
模索します。

谷村　さくら（教育学部特任准教授）
青木　宏子（教育学部特任准教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月12日 教諭

幼稚園・小学校
教諭向け、中学
校・高等学校（造
形表現・図画工
作・美術・工芸）
教諭向け、特別
支援教諭向け

6,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503803号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪教育大学
【選択】音楽実技総合演習～学
び、歌い、奏で～③

音楽教員として必要な実技（歌唱、器楽、指揮法）と知識（楽
曲分析、音楽文化論、吹奏楽）を身に付け、スキルアップを
目指します。

神代　修（教育学部教授）
稲垣　琢磨（教育学部教授）
中務　晴之（教育学部教授）
北川　文雄（教育学部教授）
玉井　裕子（教育学部教授）
山畑　誠（教育学部准教授）
岡本　麻子（教育学部准教授）
卜田　隆嗣（教育学部教授）

大阪府柏原市 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校・高等学
校音楽科教諭向

け
6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503804号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】地域学校協働と社会教育
②

生涯学習・地域教育をめぐる動向を踏まえつつ、地域学校
協働の意義および実践、課題などについて考える。本授業
では、具体的には、社会教育に焦点をあて、社会教育によ
る学校教育の支援の理念と実践を取り上げる。

出相　泰裕（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年8月18日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援教
諭向け、養護教

諭向け

6,000円 24人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503805号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】地域学校協働と社会教育
①

まず図書館全体について概観したうえで，公立図書館・学校
図書館に通底する原理であり，民主主義を維持するに必須
の概念である「図書館の自由」について，理解の確認テスト
を交えながら講義する。その後，「図書館の自由」に関する
事例をとりあげ，受講者間でのグループディスカッションを行
うことで，「図書館の自由」にたいする理解を深める。

高鍬　裕樹（教育学部准教授） 大阪府柏原市 6時間 令和3年8月10日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援教
諭向け、養護教

諭向け

6,000円 24人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503806号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

大阪教育大学
【選択】地域学校協働と社会教育
③

生涯学習・地域教育をめぐる動向を踏まえつつ、地域学校
協働の意義および実践、課題などについて考える。本授業
では、具体的には、学校教育外の子どもの学びについて取
り上げる。

出相　泰裕（教育学部教授） 大阪府大阪市 6時間 令和3年8月23日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援教
諭向け、養護教

諭向け

6,000円 24人

令和3年5月7日～
令和3年6月9日

(備考　1次募集：５月７
日～５月１３日、２次募
集：６月５日～６月９日)

令03-
10059-
503807号

072-978-3558

https://osaka-
kyoiku.ac.jp/foreducato
r/renkei/koushin/index.
html

神戸大学 【選択】現代自然科学の最先端１

現代自然科学の進展について、中等教育との関係も視野に
入れながら、教員免許状更新講習に則した幅広い内容の講
義をする。
当日は以下の話題について、３名の講師が講義を行う。
（１）農業機械と計測における物理学
（２）バイオマスエネルギー
（３）土の力学

庄司　浩一（農学研究科准教授）
井原　一高（農学研究科准教授）
澤田　豊（農学研究科准教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月3日 教諭
中学校（理科）教
諭・高等学校（理

科）教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
10061-
504368号

078-803-5208
http://www.kobe-
u.ac.jp/

神戸大学 【選択】現代自然科学の最先端２

現代自然科学の進展について、中等教育との関係も視野に
入れながら、教員免許状更新講習に則した幅広い内容の講
義をする。
当日は以下の話題について、３名の講師が講義を行う。
（１）ニワトリの摂食調節機構の解明
（２）樹木の生態と生理
（３）マメ科植物と根粒菌の共生

本田　和久（農学研究科准教授）
石井　弘明（農学研究科准教授）
中屋敷　均（農学研究科教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校（理科）教
諭・高等学校（理

科）教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
10061-
504369号

078-803-5208
http://www.kobe-
u.ac.jp/

神戸大学 【選択】現代自然科学の最先端３

現代自然科学の進展について、中等教育との関係も視野に
入れながら、教員免許状更新講習に則した幅広い内容の講
義をする。
当日は以下の話題について、３名の講師が講義を行う。
（１）植物と周囲の生物との相互作用
（２）食品の発酵に関わる微生物とその酵素
（３）生体分子の相互作用と自己組織化

杉本　幸裕（農学研究科教授）
竹中　慎治（農学研究科教授）
森垣　憲一（農学研究科准教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校（理科）教
諭・高等学校（理

科）教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
10061-
504370号

078-803-5208
http://www.kobe-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学
【選択】児童生徒のフィジカルヘ
ルスとメンタルヘルス

【オンデマンド型】情報化、グローバル化、少子・高齢化、社
会全体の高学歴化など子ども達を取り巻く社会構造の大き
な変化を背景として、学校教育が抱える課題は一層複雑・
多様化し、子ども達の心と身体に影響を与えている。各講義
では食育、内科学、生理学、運動学分野を専門とする大学
教員が、学校保健における課題（食育、ストレス、こころの問
題、感染症、体力低下など学校園における健康課題）など
について最新の知見を紹介しながら解説し、教育現場での
実践に生かすことを目的とした講習を行う。

立　正伸（教育学部准教授）
辻井　啓之（保健センター教授）
髙木　祐介（教育学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年9月8日～
令和3年10月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505494号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】奈良の自然と災害を知っ
て子供をまもる～防災教育入門
～

奈良県のこどもたちやその家族を守るために、奈良県で起
こる可能性の高い災害について山間部や都市における災
害に関する知識を深めるとともに、学校における防災教育
推進プランの紹介や災害が起こったことを想定した思考ト
レーニングならびに防災の基礎知識について講義を行いま
す。

笠次　良爾（教育学部教授）
和田　穣隆（教育学部教授）
山田　拓（国土交通省近畿地方整備局紀伊山
系砂防事務所　調査課長）
成田　剛（奈良県教育委員会事務局保健体育
課　指導主事）
中野　順平（奈良県総務部知事公室防災統括
室　主幹）
北畑　雄一郎（奈良県総務部知事公室防災統
括室　室長補佐）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 45人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505495号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】奈良の自然と災害を知っ
て子供をまもる～防災教育入門
～

奈良県のこどもたちやその家族を守るために、奈良県で起
こる可能性の高い災害について山間部や都市における災
害に関する知識を深めるとともに、学校における防災教育
推進プランの紹介や災害が起こったことを想定した思考ト
レーニングならびに防災の基礎知識について講義を行いま
す。

笠次　良爾（教育学部教授）
和田　穣隆（教育学部教授）
山田　拓（国土交通省近畿地方整備局紀伊山
系砂防事務所　調査課長）
成田　剛（奈良県教育委員会事務局保健体育
課　指導主事）
中野　順平（奈良県総務部知事公室防災統括
室　主幹）
北畑　雄一郎（奈良県総務部知事公室防災統
括室　室長補佐）

奈良県奈良市 6時間 令和3年10月2日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 45人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505496号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】3Dプリンタで教材開発

近年の3Dプリンタの低価格化および普及が進むとともに，
学校等にある一般のコンピュータやタブレットを使った3D造
形が可能になっており，実現したい学びに合わせた教材の
開発の選択肢が大きく広がろうとしています．本講座では，
3Dプリンタでどのようなことができるのか，どのような形で教
材開発に活かせるのかについて，数人に1台の3Dプリンタを
使った実習を通して学びます．

古田　壮宏（教育学部准教授）
中村　武弘（次世代教員養成センター特任講
師）
青木　智史（教育学部非常勤講師）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 15人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505497号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】学校現場におけるリスク
マネジメント－重症度の高い傷病
とその対応について－

【オンデマンド型】学校現場では体育・運動部活動中の突然
の心停止や熱中症、アナフィラキシーショックなど、児童生
徒の生命に関わる重篤な傷病が毎年発生しており、これら
重症度の高い傷病に対して適切な判断を行い、迅速に対応
を行うリスクマネジメントが教員には要求されている。本講
習では学校現場におけるリスクマネジメントの基本的な考え
方を示し、代表的な傷病について最新の知識と技術を提供
する。

笠次　良爾（教育学部教授）
南部　光彦（なんぶ小児科アレルギー科　院長）

インターネット 6時間
令和3年9月8日～
令和3年10月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505498号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】学校適応に生かす心理学

本講習は、学級集団内における規範意識と私語、及び協同
学習による授業づくりというテーマで構成されている。小学
生、中学生の学力向上と学校適応、そして全般的な教育内
容の充実のため有益な内容について解説する。受講者には
各講義で解説された内容を理解し、その基礎的部分につい
て自らの言葉で説明できるよう求める。

出口　拓彦（教育学部教授）
中山　留美子（教育学部准教授）
石井　僚（教育学部特任准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月7日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 80人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505499号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学 【選択】学校適応に生かす心理学

本講習は、学級集団内における規範意識と私語、及び協同
学習による授業づくりというテーマで構成されている。小学
生、中学生の学力向上と学校適応、そして全般的な教育内
容の充実のため有益な内容について解説する。受講者には
各講義で解説された内容を理解し、その基礎的部分につい
て自らの言葉で説明できるよう求める。

出口　拓彦（教育学部教授）
中山　留美子（教育学部准教授）
石井　僚（教育学部特任准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年10月17日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 80人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505500号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】奈良の森と水と動物

奈良県は森林率が77％にのぼる森林県である。森林は林
業の生産基盤であると同時に、流域の水資源を涵養し、紀
伊半島の生物多様性を担う自然環境の拠点でもある。ま
た、奈良県は瀬戸内海に流入する河川の上流県であり、瀬
戸内海の水環境保全にとっても重要な役割を果たす必要が
ある。本講座では奈良の森と水と動物をめぐる自然環境の
最新の現状と課題について解説し、課題を次世代に伝えそ
の解決に資するための環境教育の可能性に言及する。

松井　淳（教育学部教授）
藤井　智康（教育学部教授）
辻野　亮（教育学部准教授）
相奈良　律（（公財）大阪府レクリエーション協会
公認講師）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月8日 教諭 全教諭 6,000円 80人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505501号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】奈良の森と水と動物

奈良県は森林率が77％にのぼる森林県である。森林は林
業の生産基盤であると同時に、流域の水資源を涵養し、紀
伊半島の生物多様性を担う自然環境の拠点でもある。ま
た、奈良県は瀬戸内海に流入する河川の上流県であり、瀬
戸内海の水環境保全にとっても重要な役割を果たす必要が
ある。本講座では奈良の森と水と動物をめぐる自然環境の
最新の現状と課題について解説し、課題を次世代に伝えそ
の解決に資するための環境教育の可能性に言及する。

松井　淳（教育学部教授）
藤井　智康（教育学部教授）
辻野　亮（教育学部准教授）
相奈良　律（（公財）大阪府レクリエーション協会
公認講師）

奈良県奈良市 6時間 令和3年10月2日 教諭 全教諭 6,000円 80人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505502号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】ESD－SDGｓの基礎

現在、世界中でＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）達成のため
の取組が実施されている。文部科学省では、ＥＳＤ（持続可
能な開発のための教育）をＳＤＧｓに貢献する教育と位置づ
ける他、新学習指導要領の前文に「持続可能な社会の創り
手」の育成が明記された。本講義では、①地球的諸課題、
②ＥＳＤの学習理論、③ＥＳＤの優良実践事例の分析、④Ｅ
ＳＤ学習指導案の作成について理解を深めることをねらいと
し、本学のＥＳＤティーチャープログラムと関連付けて実施す
る。

中澤　静男（教育学部准教授）
大西　浩明（次世代教員養成センター特任准教
授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月8日 教諭 全教諭 6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505503号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】世界遺産とユネスコの教
育

奈良県には３つの世界遺産がある。本講習では、世界遺産
の保護・保全と持続可能な開発目標（SDGｓ）や実施主体を
育成する持続可能な開発のための教育（ESD)の概要を解
説すると共に、世界遺産や文化遺産を通した教育を具体的
に紹介し、文化遺産が現代人に問いかける意味について考
察する。危機遺産の現状と課題とともに、文化遺産がどのよ
うに保存されてきたかなど、保存技術についても紹介した
い。

坂井　秀弥（奈良大学名誉教授）
西山　要一（奈良大学名誉教授）
中澤　静男（教育学部教授）
田渕　五十生（奈良教育大学名誉教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月22日 教諭 全教諭 6,000円 80人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505504号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】自然環境と人間活動の関
係

古代文明（いわゆる四大文明）の興亡、イスラム教の成立・
拡大・分布、東北日本と西安日本の文化圏の形成と維持、
古代における奈良盆地から京都盆地への遷都を、それぞれ
の地域の自然環境との関連で考察する。教科横断的授業
あるいは地歴融合を目指す授業を構築する際の情報を提
供する。

武田　一郎（奈良大学　文学部教授） 奈良県奈良市 6時間 令和3年8月6日 教諭 全教諭 6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505505号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】特別支援教育の当面する
課題１

この講座では、障害のある子どもの発達的理解と指導の基
本原則、特別支援教育における教育実践の諸問題などに
ついて概説する。「特殊教育から特別支援教育へ」の転換を
学校現場で実現していくための基礎的認識の獲得を目的と
する。

富井　奈菜実（教育学部専任講師）
堀田　千絵（大学院教育学研究科准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年10月2日
教諭

養護教
諭

特別支援教育関
連教諭、養護教

諭
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505506号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学
【選択】特別支援教育の当面する
課題２

この講座では、特別支援教育を理解する上での基礎的な医
学的知識、心理学的知識、児童生徒の行動問題の理解と
対応などについて概説する。「特殊教育から特別支援教育
へ」の転換を学校現場で実現していくための基礎的認識の
獲得を目的とする。

全　有耳（大阪大谷大学　教育学部教授）
中西　陽（教育学部特任准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年10月16日
教諭

養護教
諭

特別支援教育関
連教諭、養護教

諭
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505507号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】保育内容の充実（表現活
動を通じて）

3つの小テーマを扱った講座を開講する。音楽、造形、身体
表現を担当する教員が、それぞれの活動実践や研究成果
から今後の教育実践で有益と思われる内容を選び、解説及
び実演する。受講者には各講座内容を理解すると共に、本
講座での演習や体験を、教育実践の場で活かせる取り組み
につなげてほしい。

尾田　敬子（奈良保育学院　非常勤講師）
岩城　正幸（奈良保育学院　講師）
柳田　紀美子（奈良保育学院　非常勤講師）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月2日 教諭 幼稚園教諭 7,500円 20人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505508号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】保育内容の充実（表現活
動を通じて）

3つの小テーマを扱った講座を開講する。音楽、造形、身体
表現を担当する教員が、それぞれの活動実践や研究成果
から今後の教育実践で有益と思われる内容を選び、解説及
び実演する。受講者には各講座内容を理解すると共に、本
講座での演習や体験を、教育実践の場で活かせる取り組み
につなげてほしい。

尾田　敬子（奈良保育学院　非常勤講師）
岩城　正幸（奈良保育学院　講師）
柳田　紀美子（奈良保育学院　非常勤講師）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月3日 教諭 幼稚園教諭 7,500円 20人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505509号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】保育内容の充実（幼児期
における運動遊びの指導と実践）

幼稚園教育要領では、領域「健康」のなかに『いろいろな遊
びの中で十分に体を動かす』という内容があげられている。
運動の多様性を意味していると考えられるこの言葉を、運動
遊びの実践の中でどのように具体化していくかを考える。更
に、多様な運動パターンのバリエーションを演習する。

濵野　ゆうり（奈良保育学院　常勤講師）
眞田　隆雄（ＮＰＯ法人千里ひじりネイチャー＆
サッカークラブ　統括）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,100円 20人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505510号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】保育内容の充実（幼児期
における運動遊びの指導と実践）

幼稚園教育要領では、領域「健康」のなかに『いろいろな遊
びの中で十分に体を動かす』という内容があげられている。
運動の多様性を意味していると考えられるこの言葉を、運動
遊びの実践の中でどのように具体化していくかを考える。更
に、多様な運動パターンのバリエーションを演習する。

濵野　ゆうり（奈良保育学院　常勤講師）
眞田　隆雄（ＮＰＯ法人千里ひじりネイチャー＆
サッカークラブ　統括）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月6日 教諭 幼稚園教諭 6,100円 20人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505511号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】学びの芽生えを育む保育

２０１８年度から実施されている新幼稚園教育要領、幼保連
携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針等で
は、幼児教育の内容を統一し、小学校就学後のつながりが
共通化された。また、子どもの育ちについても乳児からの発
達の連続性や「資質・能力」を中心とする考え方によって、幼
児教育の基本的な部分や幼児期に育むべき力がより明確
になった。これらのことを踏まえて、これから保育者に求めら
れることを整理しながら、子どもの育ちを支える保育者の役
割を総合的に理解し、実践に役立ててほしい。

吉田　香代子（奈良佐保短期大学　地域こども
学科准教授）
福鹿　慶子（奈良佐保短期大学　地域こども学
科講師）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月4日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505512号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】幼稚園教育におけるねら
いと内容及び教師の役割

広い見地からの内容として、子どものもてる力を伸長する教
師の受容的な関わり方と環境づくりについて。具体的な教育
活動として造形等の表現についてである。それぞれを専門
的に研究する教員が、人格形成の基礎を培う幼稚園教育の
ねらい、内容、教師の役割などから演習形式の活動を交え
て講義を行う。受講者には各講義で解説された内容を理解
し、その中心となる部分を記述説明できることを求める。

西尾　正寛（畿央大学　教育学部教授）
中村　恵（畿央大学　教育学部准教授）
上田　恵子（畿央大学　教育学部特任准教授）
渡邊　真一郎（畿央大学　教育学部講師）

奈良県北葛城
郡広陵町

6時間 令和3年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505513号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学
【選択】環境を踏まえた子どもの
育ちと保育内容の充実

現代の社会の中で育つ子どもたちに求められる教育的課題
や社会的課題を踏まえた講義･演習を行う。保育内容や技
術に関する講義･演習では、子どもの発達を踏まえた小学
校へ接続する教育課程であることを意識し、自らが実践を評
価し続けるものであることを理解する。子どもの育ちを支え
る保育者としての役割を総合的に理解し、実践に役立てて
ほしい。

松井　典夫（奈良学園大学　人間教育学部教
授）
岡村　季光（奈良学園大学　人間教育学部准教
授）
加奥　満紀子（奈良学園大学　人間教育学部特
任講師）

奈良県生駒郡
三郷町

6時間 令和3年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505514号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】幼児教育における「遊び」
再考

今日、保育・幼児教育は大きな変革期を迎えている。しか
し、どのような時代にあっても、幼児教育の中心は幼児の自
発的な活動としての「遊び」であることに変わりはない。本講
習では「幼児理解」「発達」「環境」の３つの観点から改めて
「遊び」について捉え直すとともに、これらを踏まえて「絵本」
に関わる保育実践を構想する。その上で、新たな時代の保
育・幼児教育の在り方について展望することを目指す。

廣瀬　聡弥（教育学部教授）
大西　賢治（教育学部特任准教授）
長谷川　かおり（非常勤講師）
横山　真貴子（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月22日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505515号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】幼児教育、初等教育に活
かす自然体験活動

社会の発展に伴い子どもたちのとりまく状況は、自然体験の
減少へと変化している。この変化は、子どもたちの心身の発
達に大きく影響を及ぼしている。本講座では自然体験活動
の意義を学ぶとともに、コミュニケーションワークや自然遊び
の体験を通してその活動の指導法などを習得することを目
的とする。学校、園所で自然体験活動（野外活動）を効果的
に実施するための指導力向上を図る。

中村　恵（畿央大学　教育学部准教授）
吉藤　行二（奈良県　初任者研修指導員）
中西　達也（奈良県立野外活動センター　主任
主査）
野村　篤司（奈良県立野外活動センター　主任
主査）
峙　尚宏（奈良県立野外活動センター　主査）

奈良県奈良市 12時間
令和3年7月29日～
令和3年7月30日

教諭
幼稚園・小学校

教諭
15,000円 20人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505516号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】これからの生活科～育ち
と学びの連続をふまえて～

「これからの生活科～子どもの育ちと学びの連続をふまえて
～」を講習テーマとする。学習指導要領を踏まえ、体験をと
おした気付きを質的に高める指導の在り方や幼児教育との
具体的な接続・連携の図り方について講習する。

善野　八千子（奈良学園大学　人間教育学部教
授）

奈良県生駒郡
三郷町

6時間 令和3年8月5日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505517号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】気になる子どもとその保
護者への理解と援助

発達の遅れが気になる子どもの理解にあたって、精神医学
と発達論の基本を学ぶ。個別の「育ちの偏り」を理解し、子
どもの「育ち」を伸ばす保育者の支援方法、保護者との連携
について具体的に理解する。さらに、子ども支援を考える際
の見方・捉え方として行動分析の基本的な理論やアセスメン
ト（記録方法等）を学び、事例を通してさらに子どもに対する
支援だけでなく、同様の枠組みを用いて保護者への支援に
ついても考えていく。

勝田　麻津子（奈良佐保短期大学　地域こども
学科教授）
石上　浩美（奈良佐保短期大学　地域こども学
科准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月10日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505518号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】学校教育における自然体
験活動

学校教育における自然体験活動は、子供たちの豊かな人
間性や社会性の形成及び基本的な体力や心身の健康の保
持・増進、望ましい人間関係の形成など、教育効果の高い
取組として実施されている。本講習では、受講者が、自然体
験活動の教育的効果について理解するとともに、幼児・児
童･生徒に指導する上で必要となる知識・技能を習得し、子
供の発達段階に応じて適切かつ安全に活動するための方
法を知ることにより指導力向上を図る。

髙岡　訓子（桜井市立桜井南小学校　教頭）
徳田　真彦（大阪体育大学　講師）
鈴口　真也（国立曽爾青少年自然の家　次長）
森本　貴仁（国立曽爾青少年自然の家　企画指
導専門職）
髙瀨　宏樹（至学館大学　非常勤講師）
山内　康平（国立曽爾青少年自然の家　企画指
導専門職）

奈良県宇陀郡
曽爾村

12時間
令和3年7月26日～
令和3年7月27日

教諭
養護教

諭

幼稚園・小学校・
中学校教諭、養

護教諭
14,800円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505519号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】学習指導要領に応じた小
学校教育における学習指導のあ
り方

国語科教育、音楽科教育を専門とする教員が、それぞれの
分野の教育課程の特徴を踏まえて、最新の研究と、今後の
教育に役立つものを取り上げる。また、教育現場における
ICTの活用、教育のディジタル化について学習指導要領を
踏まえて取り上げて、中学校との連携についても理解する。
受講者には各講義で解説された内容を理解し、その中心と
なる部分を説明できるように求める。

衛藤　晶子（畿央大学　教育学部教授）
西端　律子（畿央大学　教育学部教授）
八木　義仁（畿央大学　教育学部准教授）
大久保　賢一（畿央大学　教育学部准教授）

奈良県北葛城
郡広陵町

6時間 令和3年8月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505520号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学
【選択】情報活用能力育成と小学
校プログラミング教育（教員の
ICT活用指導力の向上）

学習の基盤に位置づいた情報活用能力育成との関連性を
整理しながら、必修化されたプログラミング教育を中心に扱
い、実践共有やプログラミング体験等を通し、実践的な力量
形成を目指した講習を実施します。

伊藤　剛和（教育学部教授） 奈良県奈良市 6時間 令和3年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 25人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505521号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】小学校体育科の授業づく
り

小学校の体育授業において、「子どもたちは体育授業を通し
て何を学ぶのか」という体育科の目標を踏まえ，その“何”を
どのような形（方法）で子どもたちに伝えるかについて各領
域の実践例を踏まえて解説する。さらに、ボール運動・ボー
ルゲームの理論（バルシューレ）からボールゲーム全体に共
通する能力を様々なプレイ状況の中で身につけさせる内容
についても言及する。また、本年開催される東京オリンピッ
ク・パラリンピックをテーマに小学校の学習に取り入れる方
法を検討し、その理解を深める。

宮尾　夏姫（教育学部特任准教授）
高橋　豪仁（教育学部教授）
井上　邦子（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 35人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505522号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】初等教科（算数・理科）

理科：学習指導要領の理科の考え方と授業に役立つ教材を
紹介する。小学校理科と中学校理科の関連を考える。具体
的な観察方法を紹介し、理科の学習の在り方を考える。科
学おもちゃの紹介を行う。
算数：今日の算数教育の課題や学習指導要領のポイントを
概説するとともに、数学的な見方・考え方を働かせ、数学的
な活動を通して学ぶ算数について考える。

森本　弘一（教育学部教授）
舟橋　友香（教育学部准教授）
近藤　裕（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 35人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505523号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】初等教科（国語・英語）

英語：小学校外国語（活動）の概観及び第二言語習得理論
の概要の理解を経て、児童により効果的に英語を習得させ
るという観点から、授業における、１．教師が児童に話す英
語、２．言語活動の指導の工夫、３．具体的な評価の方法、
について、演習を通して理解を深め、実践力を高める。
国語：国語科の基礎・基本ともいうべき漢字の指導はどうあ
るべきか。現行学習指導要領において漢字の指導はどうと
らえられ，何が期待されているのか―思考力や表現力に寄
与する漢字習得のあり方を，講義，演習を通して考えてい
く。

棚橋　尚子（教育学部教授）
前田　康二（大学院教育学研究科教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月22日 教諭 小学校教諭 6,000円 35人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505524号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】初等教科（社会・生活）

社会：小学校社会科における「主体的・対話的で深い学び」
について理解を深め、社会科授業づくりのポイントを考え
る。また、防災学習や地域学習のツールとして地図を楽しく
効果的に使うための基礎的な考え方とスキルを習得する。
生活：生活科における教材開発とものづくりや昔の遊びを通
した生活科の活動について考える。教材開発では、具体的
な教材と授業での活用方法を解説し、ものづくりでは、簡単
にできるもの、昔の遊びの題材例を2，3紹介する。

太田　満（教育学部准教授）
河本　大地（教育学部准教授）
谷口　義昭（教育学部特任教授）
森本　弘一（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年10月2日 教諭 小学校教諭 6,000円 35人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505525号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】グローバル化社会におけ
る市民性教育の動向と課題

本講習は、次の４つの内容に即してグローバル化社会にお
ける市民性（シティズンシップ）教育の実践と理論に関する
国内外の主な動向を紹介した上で、今後の課題を考察す
る。① 人権を基礎におくシティズンシップ教育の理念 、②多
文化社会における学校でのシティズンシップ教育実践、③グ
ローバル化社会における「地域の教育力」、④「地域‐日本‐
世界の現実を串刺しにする認識・学習」を考える。

片岡　弘勝（教育学部教授）
橋崎　頼子（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月7日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 15人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505526号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学
【選択】学校教育の諸課題とカウ
ンセリング

本講習では、現在の学校教育が抱えている諸課題につい
て、学校心理学、臨床心理学、社会教育学の視点からアプ
ローチします。
①こどもの心とカウンセリング、②これからの地域連携、③
児童生徒も、保護者も、教員も、みんなが元気になる「解決
志向アプローチ」の３つの小テーマに沿って講義と演習を行
い、学校における教育の諸課題とカウンセリングについて考
え、理解を深めます。

仲　淳（天理大学　人間学部教授）
佐々木　保孝（天理大学　人間学部教授）
金山　元春（天理大学　人間学部教授）

奈良県天理市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505527号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】書物をめぐる諸問題

書物には、言語・文学・歴史・思想など、さまざまな情報が記
録・集積されており、多様な人間の営みを伝えるメディアとし
ての機能を果たしている。近年では「書物学」なる研究もお
こなわれ、関心が高まりつつある。本講習では、言語哲学・
日本語学・文学・出版学の各分野から、書物をめぐるさまざ
まな問題に迫りたい。

丸田　健（奈良大学　文学部教授）
木田　隆文（奈良大学　文学部教授）
中尾　和昇（奈良大学　文学部准教授）
山田　昇平（奈良大学　文学部講師）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校・高等学

校国語教諭
6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505528号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】古文を面白くさせる「読
み」

古典文学作品を原文で読んで面白いと生徒に実感させ、古
文ぎらいをなくすための実践的な方法を、上代から近世まで
の作品をとりあげながら具体的に提示する。また、文学作品
の読解を支える文法について、生徒の能力を育成するため
の方法を提示する。

川島　二郎（天理大学　文学部教授）
原　豊二（天理大学　文学部教授）
西野　由紀（天理大学　文学部教授）
吉田　茂晃（天理大学　文学部教授）

奈良県天理市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校・高等学

校国語教諭
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505529号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】国語に親しませる授業を
めざして

一人でも多くの生徒に親しみやすい授業にするために，ど
のような工夫が有効なのか。日本古典文学，音韻研究，国
語科教育の分野から，具体的な資料をもとに大学での取り
組みも紹介しながら問題提起する。

有馬　義貴（教育学部准教授）
前田　広幸（教育学部教授）
米田　猛（教育学部特任准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月21日 教諭
中学校・高等学

校国語教諭
6,000円 15人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505530号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】英語の多様性と国際性：
世界語としての英語学習法（語彙
と音声指導を中心に）

本講習では、英語という言語の成立過程と現在英語が世界
において占める立場を俯瞰するとともに、国際言語としての
英語の指導のあり方を語彙と音声指導を中心に探る。
①英語の多様性 -イングランドの英語から世界の英語へ-
②英語音声学入門 -英語の音に興味を持つきっかけとして
-
③英語の語彙の歴史と特徴 -効果的な語彙指導-
④現代社会における英語の位置づけ -世界の場合、日本
の場合-

小林　千穂（天理大学　国際学部教授）
山本　享史（天理大学　国際学部准教授）
山本　晃司（天理大学　国際学部講師）

奈良県天理市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校・高等学

校英語教諭
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505531号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】中高英語科教育の充実に
向けて

日英対照教材等を用いて，アウトプットを増やした授業を構
築する方法について実践的に考察する。奈良の世界遺産を
利用したコミュニケーション指導について実践的に考察す
る。また，人間の認知能力や社会文化継承といった点から
言語を解明しようとする認知言語学の枠組みで英文法をとり
あげ，生徒の「ことば」への気づきを促す英文法指導の在り
方について学ぶ。さらには，さまざまな英語アクティビティを
疑似体験し，これからの英語教育を担う英語教員として何が
できるのかを考える。

門田　守（教育学部教授）
米倉　陽子（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月21日 教諭
中学校、高等学

校英語教諭
6,000円 15人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505532号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】公民科教育と哲学・社会
学研究

前半では、「知ることと疑うこと」、「生きることと信じること」を
テーマに、社会科教育（公民分野）との関連も念頭に置きな
がら、ソクラテス、デカルト、パスカル等の哲学を手がかりに
講義を行う。後半では、「四大公害問題」、「奈良と水銀」を
テーマに、まずは、「四大公害裁判」における被害者勝訴の
その後の問題について検討する。次に、奈良（ヤマト）の歴
史・文化と水銀との深い関わりを論じる中で、人類の水銀利
用の功罪について考える。

梶尾　悠史（教育学部准教授）
渡邉　伸一（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月21日 教諭
中学校社会、高
等学校公民教諭

6,000円 15人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505533号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学
【選択】地理・歴史教育と地理学・
歴史学研究

地理教育も歴史教育も地理学研究、歴史学研究の成果に
依拠している。けれども地理教育、歴史教育は固有のアイ
デンティティを持っている。今回、地理学研究と歴史研究の
成果を生かした地理学習の在り方と、日本史学習の在り方
への提案を行いたい。日本史では「武士の成立」を切り口に
して、日本における古代から中世への転換・移行をどう描く
かを示し、地理では「地理情報システム（ＧＩＳ）教育の課題と
実践事例」について示したい。

今　正秀（教育学部教授）
根田　克彦（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月22日 教諭
中学校社会・高
等学校地理歴史

教諭
6,000円 15人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505534号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】現代の理科教育の動向と
先端科学

①新中学校学習指導要領下における理科教育の動向と教
材の紹介，及び中学生の科学概念の理解の実態について
説明する。
②中－高－大の連携を意識した科学技術の発達史、歴史
的な発達段階を踏まえた基礎化学や身の回りの物質につ
いて説明する。
③原生動物を材料とした自身の研究に基づき、現代生命科
学の基礎である細胞生物学についての講義を行う。
④様々な種類のブラックホールについて、その成り立ちと観
測方法を理解する。

石井　俊行（教育学部教授）
梶原　篤（教育学部教授）
石田　正樹（教育学部教授）
信川　正順（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月22日 教諭
中学校、高等学

校理科教諭
6,000円 15人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505535号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】技術・工業教育における
最近の話題

技術および工業教育の最近の話題について解説する。各論
は以下の通りである。
①今後求められる技術教育の在り方・方向性を解説する。
②NC加工機、レーザー加工機および塑性加工法の基礎的
事項と実用例について解説する。
③最近の電子工作の話題について解説する。
④学校教育における生物育成（栽培）の学習意義と栽培技
術について解説する。

世良　啓太（教育学部専任講師）
谷口　義昭（教育学部特任教授）
薮　哲郎（教育学部教授）
箕作　和彦（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校技術、高
等学校工業教諭

6,000円 10人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505536号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】家庭科教育

主体的に生きる生活者を育成する家庭科の学習指導に必
要な専門知識について、社会の変化や新学習指導要領の
扱いを踏まえて領域ごとに論じる。具体的テーマは、立松：
家族と社会、中川：子どもの発達と環境、杉山：食物学基礎
実験、村上：消費者教育である。

立松　麻衣子（教育学部教授）
村上　睦美（教育学部准教授）
中川　愛（教育学部准教授）
杉山　薫（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校、高等学
校家庭科教諭

6,000円 10人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505537号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】新しい数学の学びを体験
しよう

学習指導要領における数学科のポイントについて、特に、
数学的活動に焦点を当てて概説する。学士課程で学ぶ線形
代数や代数学関連の題材の中から、数学の大切さを実感で
きるような教材を用いて、代数学の内容に理解を深める。ま
た、平面図形の重心を考察・定義することによって、積分学
の有用性を学ぶ。さらに、記述統計学の基本的概念を学習
することで、統計的な見方や考え方を養う。

高橋　亮（教育学部准教授）
近藤　裕（教育学部教授）
川崎　謙一郎（教育学部教授）
高木　祥司（教育学部教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月22日 教諭
中学校、高等学

校数学教諭
6,000円 15人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505538号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】音楽教育

中高音楽科における教育内容の充実をはかることを目的と
し、４つの小テーマを扱った講義・演習を開講する。音楽教
育分野では、新学習指導要領における改訂ポイントを理解
し、主体的・恊働的な学習への取り組みについて創作活動
を通して考える。作曲・編曲分野では、郷土の音素材を用い
た教材開発として、わらべうたを用いた編曲法、創作法を学
ぶ。声楽実技、ピアノ実技では、テクニックや表現法に関す
る見直しや、指導法について演習する。

劉　麟玉（教育学部教授）
北條　美香代（教育学部准教授）
前田　則子（教育学部教授）
水野　亜歴（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校、高等学

校音楽教諭
6,000円 10人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505539号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

156 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

奈良教育大学
【選択】美術科学習における「深
い学び」／絵画における素描の
意義

＜１・２時間目　美術科学習における「深い学び」＞　新学習
指導要領の主眼、教科横断的な発想に基づく授業構成など
をふまえ，美術教育における「深い学び」のあり方を探る。と
りわけ鑑賞活動に焦点を当て，その指導について考察す
る。
＜３・４時間目　絵画における素描の意義＞鉛筆デッサンに
取り組み、描画対象の構造を観察し描くことで、素描に関わ
る様々な造形要素を確認し、美術教育への展開について考
察する。

宇田　秀士（教育学部教授）
狩野　宏明（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校・高等学

校美術教諭
6,000円 10人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505540号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学 【選択】芸術科・書道

前半２コマでは、顔真卿の生涯を明らかにするため、高等学
校で取りあげられる作品を中心に、新たに発見された作品
も含めた楷書や行書作品の分析をする。２コマ目の後半
に、受講した内容についての筆記試験を行う。後半２コマで
は『関戸本古今集』における構成や造形を分析し、臨書を通
して仮名の技法を再確認し、作品制作を行う。３・４コマそれ
ぞれの実技講義の後半に、実技考査を行い、評価する。

谷川　雅夫（教育学部教授）
北山　聡佳（教育学部准教授）

奈良県奈良市 6時間 令和3年8月20日 教諭
高等学校書道教

諭
6,000円 10人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505541号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

奈良教育大学
【選択】保健体育科における教科
指導

３つの小テーマを扱った講義と演習（実技）を開講する。演
習（実技）および講義では「最近のウォーミングアップの考え
方」について、講義では「よい体育の授業づくり」と「熱中症
予防のための水分補給」について解説する。
３名の講師が行う講習内容は下記の通りである。
・最近のウォーミングアップの考え方（川上）
・よい体育の授業づくり（歌川） 
・熱中症予防のための水分補給（岩山）

川上　晃司（天理大学　体育学部准教授）
歌川　好夫（天理大学　体育学部教授）
岩山　海渡（天理大学　体育学部講師）

奈良県天理市 6時間 令和3年8月19日 教諭
中学校、高等学
校保健体育教諭

6,000円 30人

令和3年5月7日～
令和3年5月12日

(備考　優先受付：５月７
日～５月１０日、一般受
付：５月１０日～５月１２

日)

令03-
10062-
505542号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/graduate/lice
nse.html

鳥取大学
【選択】バイオテクノロジーの最前
線

急速に発展しているバイオテクノロジーの分野の中から、本
講座では、微生物機能を利用した有用物質生産あるいは有
害物質浄化について、さらには身近に存在する微生物の素
顔に関するトピックスを紹介する。地球環境における物質循
環から日常の生活そして体内環境に至るまで、微生物が関
与する事象についての知識の向上を目指します。

大城　隆（工学部・教授）
岡本　賢治（工学部・教授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和3年7月3日 教諭
高等学校教諭

（理科教諭を主）
6,000円 40人

令和3年5月16日～
令和3年6月5日

令03-
10066-
504827号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】アメリカ文化と社会

アメリカ社会や文化をめぐる事例等をもとに、その歴史的、
社会的背景について、いかに理解を深めるかについて考え
ます。基本的な状況の正確な理解とともに、具体的な問題
にどのように対処するのかについて考えていきます。アメリ
カを例に挙げますが、異文化理解や文化交流に関する文化
的、社会的価値観の違いへの対処についてどのようなアプ
ローチが存在し、効果的なのか、意見交換をしながら考察す
るための手法を考えていきます。

中　朋美（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年7月4日 教諭
幼・小・中・高等

学校教諭
6,000円 30人

令和3年5月16日～
令和3年6月6日

令03-
10066-
504828号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】食育と栄養

・子どもたちが毎日食べている学校給食について、栄養面
の根拠や役割について学ぶ。
・スポーツをしている子どもたちのためにスポーツ栄養マネ
ジメントに関する話題提供を行う。
・近年の子どもの食の現状や課題を整理し、今後の在り方
や支援の方法を考察する。グループワークまたはアセスメン
ト実習も行う。

野津　あきこ（鳥取短期大学　生活学科食物栄
養専攻・教授）

鳥取県倉吉市 6時間 令和3年7月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・特別支援
学校教諭・養護
教諭・栄養教諭

6,000円 35人
令和3年5月16日～
令和3年6月12日

令03-
10066-
504829号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鳥取大学
【選択】基礎から分かる昆虫学
（鳥取）

身近な昆虫について観察し知ることは、生物学を知る近道
です。
本講座では、身近な昆虫についての様々な知識を通じて、
昆虫を学習教材として活用するための基礎を得ることを目
的としています。
野外観察などで使える、昆虫の生態や進化に関する基礎知
識を学習します。
また、蝶の飼育法を通じて、身近な昆虫の飼い方について
も概説します。

中　秀司（農学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年7月11日 教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（理科・生物の教

諭を主）

6,000円 95人
令和3年5月16日～
令和3年6月13日

令03-
10066-
504830号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】基礎から分かる昆虫学
（米子）

身近な昆虫について観察し知ることは、生物学を知る近道
です。
本講座では、身近な昆虫についての様々な知識を通じて、
昆虫を学習教材として活用するための基礎を得ることを目
的としています。
野外観察などで使える、昆虫の生態や進化に関する基礎知
識を学習します。
また、蝶の飼育法を通じて、身近な昆虫の飼い方について
も概説します。

中　秀司（農学部・准教授） 鳥取県米子市 6時間 令和3年7月18日 教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（理科・生物の教

諭を主）

6,000円 80人
令和3年5月16日～
令和3年6月20日

令03-
10066-
504831号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】小児保健と看護

①学校健診の目的と内容
②児童生徒の身体発育と健康問題。生活習慣病予防のた
めの肥満とやせの対応と評価
③思春期の身体変化（ホルモン動態）と心の変化と対応
④子どもへの保健指導、症状にあわせた対応、医療的ケア
児の看護

花木　啓一（医学部・教授）
南前　恵子（医学部・教授）
金山　俊介（医学部・助教）

鳥取県米子市 6時間 令和3年7月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教

諭・養護教諭・栄
養教諭

6,000円 60人
令和3年5月16日～
令和3年6月20日

令03-
10066-
504832号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】１８歳選挙権と主権者教
育　－有権者としての意識・行動
の観点からー

１８歳選挙権の導入から数年が経過し、徐々にですが関連
するデータの蓄積も進みつつあると言えます。１０代を含め
た若者の投票参加や行動に関し、これまでに明らかにされ
てきた傾向にも触れながら、有権者の意識や行動を規定す
る様々な要因について講義します。

塩沢　健一（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年7月22日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 30人

令和3年5月16日～
令和3年6月24日

令03-
10066-
504833号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】新しい音楽教育の理論と
実践

幼小中連携の視点から今日の音楽教育を捉え、子どもの発
達、実態に基づいた教材研究ならびに指導法について講習
する。主に歌唱教材を中心に取り上げ、歌唱共通教材やわ
らべうた等について実践を交えながら教材研究を行う。さら
に音楽デジタル教科書を活用した日本の民謡の指導法につ
いても触れ、今後の音楽教育の在り方についても考える。な
お、幼小中連携ならびに各教科相互間の関連の観点から
音楽教諭以外も対象とする。

鈴木　慎一朗（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年7月26日 教諭
幼・小・中学校教

諭
6,000円 30人

令和3年5月16日～
令和3年6月28日

令03-
10066-
504834号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】地質図作成を数学を用い
て野外で体験する

野外において地質の観察を行う．日南町内の山中を歩いて
地質を観察し，ルートマップの作成を行い，高校数学程度の
知識を用いて地形図上に簡単な地質境界線を描く．

菅森　義晃（農学部・講師） 鳥取県米子市 6時間 令和3年7月26日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 5人

令和3年5月16日～
令和3年6月28日

令03-
10066-
504835号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】地域の美術・文化の歴史

本講習は、すべて講義形式で実施する。近現代の地域にお
ける美術、特に鳥取における美術の変遷とその背景を見て
いきながら、代表作家やその作品を分析していく。まず鳥取
美術の歴史的な概略を見ていったうえで、個別の事例につ
いて具体的に紹介していく。そして、地域の美術や文化につ
いて考える意義を見出していくことを目的とする。

筒井　宏樹（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年7月27日 教諭
中・高等学校教
諭（美術教諭を

主）
6,000円 30人

令和3年5月16日～
令和3年6月29日

令03-
10066-
504836号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】持続可能な森と人との関
係を求めて

まずは森林の持つ価値の多様性と、それに伴う森と人との
関係の難しさについて講義します。次に世界及び日本にお
ける森林の現状を学習し、森林減少・劣化の要因について
検討します。最後に、実際の森林管理に関わる制度の学習
を通じて森と人との持続可能な関係について考えます。

芳賀　大地（農学部・助教） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年7月27日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 40人

令和3年5月16日～
令和3年6月29日

令03-
10066-
504837号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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鳥取大学
【選択】今あらためて学ぶ発達障
害　－困難につながる特性をもつ
子の理解－

本講習では、発達障害（ＡＳＤ、ＬＤ、ＡＤＨＤ）およびその他
学校園で出会うことの多い障害について基礎から学んでい
きます。具体的な療育の方法は扱いませんが、障害の特性
や考え方、捉え方を学び直すことで、日常の指導、支援に応
用することのできる視点を得ることを目指します。

石本　雄真（教育支援・国際交流推進機構・准
教授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和3年7月29日
教諭

養護教
諭

幼・小学校教諭・
養護教諭

6,000円 75人
令和3年5月16日～

令和3年7月1日

令03-
10066-
504838号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】地域と学校における健康
と体力　－楽しく走る・歩く－（米
子）

地域や学校における近年の健康や体力について、特別支
援学校、運動嫌いや体力水準の低い児童・生徒へ指導方
法や支援体制に関する課題とそれを取り巻く環境課題につ
いて解説を行う。また、体つくり運動や陸上運動における
「歩く」運動や「走る」運動について、動作や身体応答（心と
体の関係）を視点とした学習方法や、楽しく運動を継続する
方法について実技を通して考えていく。

関　耕二（地域学部・准教授） 鳥取県米子市 6時間 令和3年7月30日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭・養護教諭
（体育教諭を主）

6,000円 20人
令和3年5月16日～

令和3年7月2日

令03-
10066-
504839号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】言葉とコンピューター

（１）コンピュータにより文から単語（言葉）を取り出す方法の
概要を説明する。コンピュータに基づく作文支援について述
べる。種々の文章作成および、作文指導の参考になる。
（２）人が話す言葉は、文法に基づいている。この講義では、
文法とは何かの問いに、歴史を辿って解説する。また、この
解説から、英語教育と国語教育の共通点について話す。最
後に、現在のコンピュータに基づく日英機械翻訳の概要に
ついて述べる。

村田　真樹（工学部・教授）
村上　仁一（工学部・准教授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和3年7月30日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 20人

令和3年5月16日～
令和3年7月2日

令03-
10066-
504840号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】地域の歴史を発掘する
－近世・近代における地域の「偉
人」たち－

近世から近代にかけて、各地域で表彰された人びとを取り
上げ、それぞれの時代の褒賞の仕組みと特徴を学ぶ。ま
た、地域における顕彰・褒賞者の探し方とその注意点につ
いて理解してもらう。

岸本　覚（地域学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月1日 教諭
幼・小・中・高等
学校教諭（社会
科教諭を主）

6,000円 40人
令和3年5月16日～

令和3年7月4日

令03-
10066-
504841号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】論理的思考力を可視化す
るためのレポート作成技術

レポート作成において必要となる以下の基本的な考え方を、
演習も交えながら身に付けます。また、生徒に対する文章
作成指導だけではなく、授業計画作成における適用性につ
いても考察します。
　(1)文章の読解と添削・推敲方法、(2)論理的な文章構成方
法、(3)レポートにおける「問い」や「課題」の設定方法

桐山　聰（教育支援・国際交流推進機構・准教
授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月1日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 40人

令和3年5月16日～
令和3年7月4日

令03-
10066-
504842号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】日南町のご地層をみる

野外において地質の観察を行います．日南町内の山中を歩
いて地質を観察します．地層・地質を観察したことがない人
がそれらを体験し、様々な時空間スケールで考察する素養
を取得することを目的とします．

菅森　義晃（農学部・講師） 鳥取県米子市 6時間 令和3年8月2日 教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円 5人
令和3年5月16日～

令和3年7月5日

令03-
10066-
504843号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】教員が知っておきたい生
徒の健康：とっさの時の対応と心
肺蘇生法の新しい教育法の紹介

１）小児期のけいれんは100人に1人の頻度でみられる。て
んかん発作とその対応を理解し、「発作」に遭遇したときに
適切な対応ができるようになる。
２）児童が成長の過程でみられる骨や関節の異常について
理解する。学校で遭遇しうる骨折やけがの対応について理
解する。
３）学校で発生しうる溺水、窒息の際の適切な対応について
の最新の知識と教授法を学ぶ。

本間　正人（医学部・教授）
前垣　義弘（医学部・教授）
永島　英樹（医学部・教授）

鳥取県米子市 6時間 令和3年8月2日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教

諭・養護教諭・栄
養教諭

6,000円 45人
令和3年5月16日～

令和3年7月5日

令03-
10066-
504844号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】文化財の保存と活用
「文化財」とは何か？「文化財の保存科学」とは何か？につ
いて紹介し、文化財の保存科学をとおした文化財の保存と
活用について学ぶ。

李　素妍（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月3日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 30人

令和3年5月16日～
令和3年7月6日

令03-
10066-
504845号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】新しい国語科の教材づく
り（小学校編）

教科書教材の効果的な利用の仕方や複数の教材による学
習の展開の仕方、更には身の周りにある様々な資料を教材
化して授業を活性化するコツについて、具体的な活動を通じ
て学ぶことができます。

小笠原　拓（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月4日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和3年5月16日～

令和3年7月7日

令03-
10066-
504846号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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鳥取大学 【選択】マーケティング入門

マーケティングの基本的な分析枠組（STPやMM）などを紹介
し、事例を通してその理解を深めます。さらに、消費者の心
理の深層を探ることを通じて、マーケティングへの理解を深
めます。主にレクチャー形式で進めますが、ディスカッション
等も行います。

白石　秀壽（地域学部・講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月7日 教諭
中・高等学校教

諭（社会科教諭を
主）

6,000円 40人
令和3年5月16日～
令和3年7月10日

令03-
10066-
504847号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】ジェンダーと法

性的マイノリティを取り巻く法律問題についていくつか解説
する。性別とは何かに関する既存の議論の紹介から出発
し、そこで得られた知見をもとに、生物学的な性別の説明を
踏まえ、学校教育において指摘されている問題について講
義する。

丸　祐一（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月8日 教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円 40人
令和3年5月16日～
令和3年7月11日

令03-
10066-
504848号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】国語科（高校「現代文」）
教育の可能性

高等学校の「現代文」の教科書に掲載されている随筆・評論
（大江健三郎「チャンピオンの定義」、白鷹幸伯「鉄、千年の
いのち」、高橋源一郎「ぼくらの民主主義なんだぜ」、中村桃
子「ことばがつくる女と男」）について、同じ筆者の他作品
や、同一のテーマ・モチーフを扱った著作を補助教材として
用いることで、発展的な授業を展開する方途を探る。

岡村　知子（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月8日 教諭
高等学校教諭
（国語科教諭を

主）
6,000円 40人

令和3年5月16日～
令和3年7月11日

令03-
10066-
504849号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】地域経済の現状と今後の
展望

地域振興や地域経済の活性化などに関連する総合学習に
活用できる地域経済の基礎知識を修得する。
１）日本の地域経済の現状把握
２）日本の地域開発政策の評価
３）地域経済発展のあり方

多田　憲一郎（地域学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月9日 教諭
中・高等学校教

諭
6,000円 30人

令和3年5月16日～
令和3年7月12日

令03-
10066-
504850号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】地域福祉の推進と学校の
役割　～超高齢社会における「福
祉」との向き合い方を考える～

１．様々なデータから私たちの暮らしの変化と福祉課題の現
状を学ぶ。
２．地域福祉について、概念や目的、要援護者への援助実
践の主体や方法等の概要を学ぶ。
３．児童・生徒が直面している課題の解決に向けた福祉専
門職との連携のあり方を学ぶ。
４．児童・生徒が直面している課題の解決に向けた地域社
会との連携のあり方を学ぶ。

竹川　俊夫（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教

諭・養護教諭・栄
養教諭

6,000円 40人
令和3年5月16日～
令和3年7月21日

令03-
10066-
504851号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】山陰海岸ジオパークのご
地層をみる

野外において地層・地質の観察を行う．特に柱状図の作成
や露頭のスケッチを行い，物事を観察することの重要性を得
るきっかけを得る．

菅森　義晃（農学部・講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月18日 教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円 5人
令和3年5月16日～
令和3年7月21日

令03-
10066-
504852号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】新しい国語科の授業づく
り（中学・高校編）

日々の国語科授業の中でも実施可能な言語活動を実際に
体験して頂きます。参加者相互の交流を含めた、ワーク
ショップ的な講習を通じて、言語活動を中心に据えた授業の
進め方を体感的に学んで頂く予定です。

小笠原　拓（地域学部・准教授） 鳥取県米子市 6時間 令和3年8月19日 教諭
中・高等学校教

諭（国語科教諭を
主）

6,000円 40人
令和3年5月16日～
令和3年7月22日

令03-
10066-
504853号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】協働学習（ピア・ラーニン
グ）　－理論と実践の方法―

本講習は3部構成とし、第1部では、協働学習の学習概念に
ついての理解のための講義を行う。第2部では、講師自身が
協働学習を体験的に学んだことをもとに、これまでの自分自
身の授業実践を振り返る。第3部では、協働学習の学習概
念をもとに、新たな授業デザインを行ってみる。

池田　玲子（教育支援・国際交流推進機構・教
授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中・高等学校教

諭
6,000円 50人

令和3年5月16日～
令和3年7月23日

令03-
10066-
504854号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】私たちの身の周りの放射
線

平成２３年に文部科学省により作成、学校、教育委員会に
送付された「放射線に関する副読本」（平成30年改訂）の内
容に関して子どもたちにより分かりやすく説明するための背
景について講習を行う。放射線の定義、発生機序、人体に
対する影響、放射線とその利用、さらには法令規制の話題
を提供する。放射線の存在は認知出来ないことから、身近
な放射線源を利用した測定体験も行う。また、給食中の放
射能基準値の決め方についても解説することから栄養教諭
も対象とする。

山野　好章（農学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月21日
教諭

栄養教
諭

小・中・高等学校
教諭・栄養教諭

6,000円 30人
令和3年5月16日～
令和3年7月24日

令03-
10066-
504855号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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鳥取大学
【選択】ビタミン学入門　－ビタミン
のはたらきと健康増進－

ビタミンの栄養素としてのはたらきを学ぶために、ビタミン発
見の歴史や種類などを解説します。飽食の時代であります
が、特に児童・生徒で多発するビタミン欠乏症とその対策に
ついて、また、次世代に影響を及ぼすために学校教育で学
んでおくべきビタミンの特徴についてわかりやすく解説しま
す。さらに、長年にわたる偏食や偏った食事法が原因となる
ビタミン欠乏症も取り上げ、児童・生徒にとって有意義な内
容とします。

渡邉　文雄（農学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高等学校
教諭・養護教諭・

栄養教諭
6,000円 40人

令和3年5月16日～
令和3年7月24日

令03-
10066-
504856号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】造形教育のための教材研
究

子どもの造形教育で扱う素材について学ぶ。
保育・教育の現場で実際に行われている造形教育の事例を
研究し、実際に製作する実践的な内容である。

宮﨑　百合（鳥取短期大学　幼児教育保育学
科・助教）

鳥取県倉吉市 6時間 令和3年8月21日 教諭
幼・小・特別支援

学校教諭
6,000円 30人

令和3年5月16日～
令和3年7月24日

令03-
10066-
504857号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】手紙を書く　－鑑賞と実際
－

手紙の書式として、封書の場合を取り扱います。近代文化
人の実例によって、伝統的な書式について学び、基本的な
知識を身につけます。また、漢字（行書）とそれに調和する
平仮名の書き方を学んだ後、文字文化に親しみ、効果的に
文字を書く学習のまとめを想定して、巻紙に毛筆（小筆）で
お礼の文章を書く実習を行います。

住川　英明（地域学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月22日 教諭
小・中・高等学校
教諭（国語科教

諭を主）
6,000円 24人

令和3年5月16日～
令和3年7月25日

令03-
10066-
504858号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】世代のこころをつなぐ生涯
発達心理学と世代間交流

発達心理学の標準的なカリキュラムと研究動向、及び世代
間交流の意義と事例について紹介する。

南　潮（鳥取短期大学　幼児教育保育学科・准
教授）

鳥取県倉吉市 6時間 令和3年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・特別支援学
校教諭・養護教
諭・栄養教諭

6,000円 40人
令和3年5月16日～
令和3年7月25日

令03-
10066-
504859号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】正義論

正義論については、約10年前にサンデルによるハーバード
白熱教室と書籍『これからの「正義」の話をしよう』が日本で
一定の盛り上がりを見せた。本講義でも、サンデルと同様に
現代正義論の基本を講義する。可能であれば、家族と教育
に関連する正義の問題について論じる。

丸　祐一（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月29日 教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（社会科教諭を

主）

6,000円 40人
令和3年5月16日～

令和3年8月1日

令03-
10066-
504860号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】最先端染色体工学研究
技術を活用したイノベーション創
出

本講習では、我々が30年間連綿と行ってきた染色体研究の
成果から、染色体を一つのキーワードとして、地方（鳥取）か
ら作り出された新しい学問体系の構築から創薬開発を目指
した社会実装化の挑戦を理解してもらいます。この講習を通
して、継続力・組織力・挑戦力、そして、これらの取組が地方
創生に繋がるビジョンを持って活動していることなどを理解
してもらい、それを未来を担う子供達に伝えていただけたら
幸いです。それが、子供たちへの地域への愛着や誇りに繋
がり、教育（学校）が地方創生のコアになることを期待しま
す。従って、本講習は、理系に限らず領域を問わず色々な
教員に我々の取組や考え方を伝えることができればと思い
ます。

久郷　裕之（医学部・教授）
香月　康宏（医学部・准教授）

鳥取県米子市 6時間 令和3年8月29日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 25人

令和3年5月16日～
令和3年8月1日

令03-
10066-
504861号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】子どもの成長発達と音楽
表現

（１）領域「表現」誕生の背景と領域「表現」の意味することに
ついて講習する。
（２）うた遊びを実践しながら、子どもの成長発達とうた遊び
の関連、うた遊びの意義と自己表現について講習する。
（３）子どもの表現を支える保育者としての役割を考える。

羽根田　真弓（鳥取短期大学　幼児教育保育学
科・教授）

鳥取県倉吉市 6時間 令和3年9月11日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 40人
令和3年5月16日～
令和3年8月14日

令03-
10066-
504862号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】絵本を教育・保育の場に
活かす

絵本に関わる基本的な事項（絵本の構造、表現手法、絵を
読み解くこと等）について講習する。さらに、領域「言葉」「表
現」との関りから、絵本を活用した実践演習（言葉あそび、絵
本を表現する、等）に取り組む。
また、小学校教育における学習教材としての絵本の在り方
についても触れていく。

齊木　恭子（鳥取短期大学　幼児教育保育学
科・教授）

鳥取県倉吉市 6時間 令和3年9月11日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 45人
令和3年5月16日～
令和3年8月14日

令03-
10066-
504863号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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鳥取大学
【選択】育ちと学びをつなぐ幼児
教育と保育者の役割

「幼児理解」「環境の構成」「保育者の援助」「遊びの中の学
び」など、幼児教育の基本を講義や演習を通して学ぶ。ま
た、実践を基にした協議を通して、幼保小接続を踏まえた教
育課程の編成や保育者の役割について理解を深める。

伊奈　公子（鳥取短期大学　幼児教育保育学
科・准教授）
上島　逸子（鳥取短期大学　幼児教育保育学
科・准教授）

鳥取県倉吉市 6時間 令和3年9月18日 教諭
幼・小・特別支援

学校教諭
6,000円 40人

令和3年5月16日～
令和3年8月21日

令03-
10066-
504864号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】生物多様性を中心に郷土
の自然を考える　－博物館を活
用して－

講義では，まず生物多様性とはなにか，なぜ守るのか，生
物多様性の危機とはなにかについて解説する。
続いて山陰の自然の特徴，鳥取県の生物多様性の特徴と
課題，着目点について解説する。
これらの講義をふまえて鳥取県立博物館の展示を見学し，
課題研修により知識の定着をはかるとともにその活用を実
践する。

永松　大（農学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年9月23日 教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭

（理科・社会科教
諭を主）

6,000円 20人
令和3年5月16日～
令和3年8月26日

令03-
10066-
504865号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】鳥取砂丘の教育活用をめ
ざして　ー地理・地学編－

１）鳥取砂丘とは、どの範囲を指すか、また砂丘の土地利用
変遷とその背景を理解する。
２）鳥取砂丘に観られる各種地形の成り立ちを知る。
３）伯耆大山からの軽石層や火山灰層を挟む砂丘形成の歴
史を考える。
４）風洞実験で風紋などの動態やスリバチ地形の形成過程
を観察する。
５）千代川流域までを視野に入れて鳥取砂丘の理解を深め
る大切さを学ぶ。

小玉　芳敬（農学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年10月2日 教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（理科・社会科教

諭を主）

6,000円 15人
令和3年5月16日～

令和3年9月4日

令03-
10066-
504866号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】地域と学校における健康
と体力　－楽しく走る・歩く－（鳥
取）

地域や学校における近年の健康や体力について、特別支
援学校、運動嫌いや体力水準の低い児童・生徒へ指導方
法や支援体制に関する課題とそれを取り巻く環境課題につ
いて解説を行う。また、体つくり運動や陸上運動における
「歩く」運動や「走る」運動について、動作や身体応答（心と
体の関係）を視点とした学習方法や、楽しく運動を継続する
方法について実技を通して考えていく。

関　耕二（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年10月2日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭・養護教諭
（体育教諭を主）

6,000円 20人
令和3年5月16日～

令和3年9月4日

令03-
10066-
504867号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】数字のウソ－統計数字で
騙したり騙されたりしないために

公民科・社会科公民的分野等において重要な役割を担う統
計数字、すなわち政府・自治体から発表される数字やメディ
アで報道される数字について、様々な誤用・乱用の事例を
紹介し、その背後にある構造について解説する。講義の中
に演習を織り込む予定。

小野　達也（地域学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年10月3日 教諭
中・高等学校教

諭（社会科教諭を
主）

6,000円 30人
令和3年5月16日～

令和3年9月5日

令03-
10066-
504868号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】ワクチンがわかるやさしい
分子生物学

中学・高校教諭に分子生物学の基礎の正しい理解を促す。
分子生物学が実際にどのように医療に役立つのか、その実
例を免疫学の基礎と共に理解する。

河野　強（農学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年10月9日 教諭
中・高等学校教
諭（生物学担当

教諭を主）
6,000円 20人

令和3年5月16日～
令和3年9月11日

令03-
10066-
504869号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】考古学と関連諸科学によ
る歴史復元

考古学と自然科学諸分野との連携によって明らかになって
きた古環境と人々のくらしの関係の歴史について述べる。環
境の変化に対する人々の対応や環境の違いから生まれる
生活の違いについて概説する。また、大学内およびその周
辺の遺跡について現地で学ぶ。

中原　計（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年10月9日 教諭
小・中・高等学校
教諭（社会科教

諭を主）
6,000円 40人

令和3年5月16日～
令和3年9月11日

令03-
10066-
504870号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】ドローンで探る鳥取砂丘
オアシスの謎

本講義前半では，ドローンの基礎（操縦・安全性）や，活用
法の一つとして空撮写真を用いた３次元モデルの作成につ
いて学習した上で，鳥取砂丘において実際の操縦・空撮を
体験する（砂丘へはバスで移動）．講義後半では大型模型
水槽を用いた実験の観察（動画）から土の中の水の動きを
学び，ドローンやその他の調査結果から明らかとなってきた
鳥取砂丘オアシスの発生・消滅のメカニズムについて学習
する．

齊藤　忠臣（農学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年10月16日 教諭
小・中・高等学校
教諭（理科・社会

科教諭を主）
6,000円 20人

令和3年5月16日～
令和3年9月18日

令03-
10066-
504871号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】民法における親権

親権とはどのような権利/義務なのか、現行法の規定に沿っ
て解説する。
親権が特に現行法がどのような対応を予定しているのかを
解説する。

丸　祐一（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年10月23日 教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（社会科教諭を

主）

6,000円 40人
令和3年5月16日～
令和3年9月25日

令03-
10066-
504872号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鳥取大学
【選択】核融合エネルギー開発と
物理学

核融合エネルギー開発に関する簡単な歴史と現状を講義す
る．
プラズマを構成する荷電粒子の運動など，プラズマ物理学
の初歩について講義する．
自然界に存在するプラズマについて，核融合エネルギーを
目的に実験室で生成されるプラズマとの共通点や相違点に
ついて講義する．

古川　勝（工学部・教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年10月23日 教諭
中・高等学校教
諭（理科教諭を

主）
6,000円 40人

令和3年5月16日～
令和3年9月25日

令03-
10066-
504873号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】セキュリティ対策ことはじ
め

PCをはじめとした各種情報機器は、情報教育のみならず、
授業やその準備、各種事務処理をはじめ、プライベートでも
欠かせない道具となっています。普段利用しているPCが日
頃直面している目に映りにくい脅威について、実際に起こっ
た情報セキュリティインシデント等の事例をもとに、その事
前・事後・日頃の対策について解説する。

木本　雅也（総合メディア基盤センター・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年10月30日 教諭
小・中・高・特別
支援学校教諭

6,000円 25人
令和3年5月16日～
令和3年10月2日

令03-
10066-
504874号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学
【選択】新しい英語教育の理論と
実践

日本の英語教育の諸条件を考えた上で、どのような目標設
定が現実的なものであるかを理解した上で、中学校や高等
学校で実践可能なスピーキングとライティング指導の方法や
その背景的な考え方を学ぶ。

足立　和美（地域学部・非常勤講師） 鳥取県米子市 6時間 令和3年11月20日 教諭
中・高等学校教

諭（英語科教諭を
主）

6,000円 30人
令和3年5月16日～
令和3年10月23日

令03-
10066-
504875号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】憲法史入門

憲法のそもそもを理解するために歴史をたどります。憲法は
ヨーロッパという土地とキリスト教という宗教があったからこ
そ生まれました。ヨーロッパの歴史を憲法という視点から見
ていきます。

佐藤　匡（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年11月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高等学校
教諭・養護教諭・

栄養教諭
6,000円 20人

令和3年5月16日～
令和3年10月23日

令03-
10066-
504876号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】憲法学入門

近代憲法の不可欠な要素は人権保障と統治機構です。本
講においては、人権保障分野について扱います。具体的に
は、実際に過去我が国において問題となった事件につい
て、裁判所はどのような理由でどのような判決を出したのか
を事件の概要を解きほぐしながらお話をしていきます。な
お、あくまでも入門レベルですので、前提知識等は必要あり
ません。どのような分野をご専門にされている方にでもわか
るようにお話しをさせていただきます。

佐藤　匡（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年11月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高等学校
教諭・養護教諭・

栄養教諭
6,000円 20人

令和3年5月16日～
令和3年10月24日

令03-
10066-
504877号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 【選択】法律学入門

学校教育や家庭教育において、必要となる法的知識のう
ち、民事財産法分野、民事家族法分野、刑事実体法分野の
３つの分野を中心にわかりやすくお話しをさせていただきま
す。具体的には、成年と未成年との法律上の違い、法律上
の家族、犯罪の認定方法などを扱います。なお、あくまでも
入門レベルですので、前提知識等は必要ありません。どの
ような分野をご専門にされている方にでもわかるようにお話
しをさせていただきます。

佐藤　匡（地域学部・准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年11月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高等学校
教諭・養護教諭・

栄養教諭
6,000円 20人

令和3年5月16日～
令和3年10月26日

令03-
10066-
504878号

0857-31-5537
https://www.tottori-
u.ac.jp/

島根大学 【選択】歴史の新しい捉え方

歴史研究のトピックスを通して、中学校社会科、高校地理歴
史科の教材研究に関する新たな視点や方法を学ぶ。日本
史では、通史上のいくつかの事象を素材に、研究史の新し
い流れや諸見解を紹介しながら、それらを活かす方法につ
いて考える。東洋史では「綿業と炭鉱業からの近代日中関
係史」として、綿紡織工業と石炭産業を通して近代日中関係
史を再検討する。

長谷川　博史（学術研究院教育学系　教授）
富澤　芳亜（学術研究院教育学系　教授）

通信教育 6時間
令和3年6月14日～
令和3年7月9日

教諭
中学校・高等学

校　社会科・地理
歴史科教諭向け

6,000円 20人
令和3年4月18日～

令和3年5月9日

令03-
10067-
505330号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】これからの幼児教育に必
要なことがら

本講習では、まず、幼児期に育てたい「非認知能力」とはど
のような資質・能力のことをいうのか、どのようにして伸ばし
育てることができるかについて、研究例や具体例を通して考
えていく。次に、幼保小接続をめぐる現状と諸課題を明らか
にし、なめらかな接続を実現するための方途について考え
る。さらに幼児期の道徳性の芽生えを培うための教師指導
のあり方について考え、最後に新しい幼児教育が目指すも
のを総括する。

高塚　寛（元島根大学学術研究院教育学系　特
任教授）
太田　泉（教育学部附属幼稚園　副園長）

通信教育 6時間
令和3年6月15日～
令和3年7月9日

教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 50人

令和3年4月18日～
令和3年5月9日

令03-
10067-
505331号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/
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対象職

種
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島根大学
【選択】発達理論に基づいた園児
（乳・幼児）の指導

幼児期は、認知や言語、コミュニケーション等に大きな変化
を見せる時期です。この時期、知覚・思考・想像・記憶・判断
等を活発に働かせ知識を増やしていきます。これまでの心
理学で、「個人の認知能力」や「個人の発達」を捉えて「成長
した」、「発達した」と評価することが基本でした。近年は、学
習や発達に影響する、「取り巻く環境」「人間関係」「文脈」等
の文化的要因の重要性が着目されています。これらの新し
い視点を取り入れて子どもを支援する必要があります。心理
学を中心とした講義及びケース検討します。乳・幼児期の発
達について理解を深める観点から児童・生徒の指導、特別
支援教育に携わる教員も対象とします。

樋口　和彦（学術研究院教育学系　准教授） 通信教育 6時間
令和3年6月21日～
令和3年7月16日

教諭
養護教

諭

全校種　教諭・養
護教諭向け

6,000円 80人
令和3年4月18日～

令和3年5月9日

令03-
10067-
505332号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】データサイエンスのため
のプログラミング

文部科学省が公表している高等学校「情報Ⅰ」の教員研修
教材に基づき，第4章のうちデータサイエンスとデータ分析
の内容で，情報科の教員として身に着けるべき知識やスキ
ルを得ることを目的とする．講習は3章の「基本的なプログラ
ミング」と「アルゴリズム」に立脚しているが，この部分は情
報処理学会が提供するMOOCを用いる．手元の計算機に各
種ツールをインストールすることなしに，Webブラウザだけで
自習できる内容にする．

鈴木　貢（学術研究院理工学系　准教授）
山田　泰寛（学術研究院理工学系　助教）

通信教育 6時間
令和3年7月6日～
令和3年7月30日

教諭
高等学校　情報

科教諭向け
6,000円 20人

令和3年4月18日～
令和3年5月16日

令03-
10067-
505333号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】学習英文法の改善と教材
開発

この講習では，コミュニケーションを支える学習英文法のあ
りかたを再検討することをねらいとします。はじめに言語習
得の観点から学習英文法の役割を確認し，英語学の知見も
ふまえながら従来の文法指導の課題とその改善策を検討し
ます。その上で，文法知識をどのように授業に取り入れてい
けるかを教材案作成の演習を通して考えます。また今後の
英語教育で重要になると思われる異校種の連携についても
文法指導の観点から考察します。

縄田　裕幸（学術研究院教育学系　教授） 通信教育 6時間
令和3年7月12日～
令和3年8月17日

教諭
中学校・高等学
校　英語科教諭

向け
6,000円 40人

令和3年4月18日～
令和3年5月23日

令03-
10067-
505334号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】授業に活かす体育科教育
学と授業を支える体育心理学

本講習は、小学校・中学校および高等学校における体育授
業の改善に活用することができる学習指導の基礎につい
て、理解することを目標としている。そのため、体育科教育
学および体育心理学のそれぞれの観点から体育授業の改
善に関する講義を行う。

久保　研二（学術研究院教育学系　准教授）
須﨑　康臣（学術研究院教育学系　講師）

通信教育 6時間
令和3年7月12日～
令和3年8月17日

教諭

小学校・中学校・
高等学校　体育
科・保健体育科

教諭向け

6,000円 35人
令和3年4月18日～
令和3年5月23日

令03-
10067-
505335号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】初等社会科の授業と教材
開発

本講義ではまず，現行小学校学習指導要領社会科につい
て，教育改革の動向をふまえながら，その目標や内容につ
いて解説する。次ぎに，新指導要領社会科の特色，子ども
の社会的な見方・考え方を育てる社会科授業づくりのポイン
トについて考察する。さらに，「主体的・対話的で深い学び」
の観点からの小学校社会科授業改善や具体的な教材開発
について検討する。

加藤　寿朗（学術研究院教育学系　教授）
高塚　寛（元島根大学学術研究院教育学系　特
任教授）

通信教育 6時間
令和3年7月13日～
令和3年8月17日

教諭
小学校・特別支
援学校　社会科

教諭向け
6,000円 25人

令和3年4月18日～
令和3年5月23日

令03-
10067-
505336号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】ゲームが変える学習支援
－発達障がい児が楽しく学習す
るために

本講習では、学習面で困難を生じる発達に障がいのある児
童の教育や療育における支援への情報技術の活用につい
て概説する。授業や個別学習などで活用が始まっている事
例を紹介するとともに、実際の機器やシステム操作を体験
する。
また、視覚認知や音韻処理、短期記憶、ワーキングメモリ、
メタ認知などディスレクシアやその他の障がいの原因となっ
ている脳の機能について、パソコンを用いた検査・訓練方法
についても説明する。

縄手　雅彦（学術研究院理工学系　教授） 通信教育 6時間
令和3年7月13日～
令和3年8月17日

教諭
養護教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学

校　教諭・養護教
諭向け

6,000円 50人
令和3年4月18日～
令和3年5月23日

令03-
10067-
505337号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】地域問題解決型探究学
習の開発

今なぜ地域連携が求められているのか、社会に開かれた教
育課程を実現することが求められているのかについて学
び、地域と連携した探究的な学びをどう開発し、実践していく
のかを演習も取り入れながら学びます。

中村　怜詞（学術研究院教育学系　准教授） 通信教育 6時間
令和3年7月14日～
令和3年8月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年4月18日～
令和3年5月23日

令03-
10067-
505338号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/
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島根大学
【選択】授業に生かす化学の最前
線

化学に関連する最近の話題等について解説する。中学校及
び高等学校における理科教育において、生徒が理科を身近
に感じ、興味を高めることができるような内容についての解
説・講義を行う。各講義内容は、１）微粒子の化学について、
２）炭素のカップリング反応について、３）環境の化学につい
て、４）高分子材料について、である。

田中　秀和（学術研究院環境システム科学系
教授）
西垣内　寛（学術研究院環境システム科学系
教授）
宮崎　英敏（学術研究院環境システム科学系
教授）
山口　勲（学術研究院環境システム科学系　教
授）

通信教育 6時間
令和3年7月14日～
令和3年8月17日

教諭
中学校・高等学
校　理科（化学）

教諭向け
6,000円 20人

令和3年4月18日～
令和3年5月23日

令03-
10067-
505339号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】「特別の教科　道徳」を要
とした新しい時代の道徳教育

本講習では、近年の道徳教育の政策動向を踏まえ、これか
らの道徳教育の在り方について、動画視聴、テキスト、ワー
クシートを用いた個人学習と課題の遂行により理解を深め
る。まずは、「特別の教科　道徳」が目指す授業づくりと評価
のあり方ついて、動画を基に学習を進める。次に、道徳の指
導法に関して、特に、コールバーグの道徳性発達理論に基
づく授業づくりについて、テキストを基に理解を深める。同講
習を通じて、幼稚園から高等学校へ至るまでの各校種間の
連携（幼小連携、中高連携）という観点から、道徳教育につ
いて学びを深める。

塩津　英樹（学術研究院教育学系　准教授）
高塚　寛（元島根大学学術研究院教育学系　特
任教授）

通信教育 6時間
令和3年7月20日～
令和3年8月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月18日～
令和3年5月30日

令03-
10067-
505340号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】地域から日本の歴史を考
える-古代史と考古学-

日本史の中でも古代を中心に、歴史学・考古学の両分野か
ら現在の研究の最近の動向と成果を紹介し、日本の歴史に
関する理解を深める。特に、山陰地域と東アジア世界の関
係、「グローカル」な視点からの歴史像や、考古学の成果で
ある遺跡・遺物に関する理解を深め、地域の素材をどのよう
に授業に活かしていくかを考える。

大日方　克己（学術研究院人文社会科学系　教
授）
大橋　泰夫（学術研究院人文社会科学系　教
授）

通信教育 6時間
令和3年7月21日～
令和3年8月27日

教諭
中学校・高等学

校　社会科・地理
歴史科教諭向け

6,000円 50人
令和3年4月18日～
令和3年5月30日

令03-
10067-
505341号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】算数科授業における対話
的な学びのあり方とその実際

近年，「対話」が重要なキーワードとしてあげられることは少
なくありません．本講習では，算数科においてそのような対
話を，どのように捉えていけばよいか，またどのように授業
実践に結びつけていけばよいかについて概説します．講義
内容や，実際に授業が行われた動画を視聴することを通し
て，受講者自信が「対話」に対する考えを拡げるとともに，対
話を重視した授業実践を行えるようになることを目的として
います．

下村　岳人（学術研究院教育学系　講師） 通信教育 6時間
令和3年7月22日～
令和3年8月27日

教諭
小学校　算数科

教諭向け
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月30日

令03-
10067-
505342号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

【選択】食糧生産にかかわる動植
物概論 －「地球環境の変化と稲
作への影響」および「動物の栄養
素と消化」－

・植物にとって高CO2濃度は光合成を活発にする有利な生
育条件だが、同時に地球温暖化の主な原因であるため、高
温障害を引き起こしうる。本講ではイネに注目し、CO2濃度
や気温等の環境変化が、収量や品質に及ぼす影響につい
て解説する。
・従属栄養を行う動物について、生命維持に要する各種栄
養素、栄養素の消化、吸収した栄養素の代謝について講義
を行う。本講では、ヒトに乳・畜肉を提供する家畜についても
生体のシステムを説明する。

一戸　俊義（生物資源科学部農林生産学科　教
授）
氏家　和広（生物資源科学部農林生産学科　准
教授）

通信教育 6時間
令和3年7月22日～
令和3年8月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全校種　理科・農
業科　教諭・養護
教諭・栄養教諭

向け

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年5月30日

令03-
10067-
505343号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】思春期臨床で出会う子ど
もたち～支援のためにできること
～

子どもたちは様々なストレスを抱え、心身の疲労や精神的
症状（情緒的問題）を呈することも多く、その対応や支援が
求められます。本講義では、思春期臨床で出会う児童・思春
期の発達課題を踏まえたうえで、子どもたちの現状（心とか
らだ）を理解し、支援方法について考えます。また保護者へ
の支援や関わり方、他職種との連携等について具体例を提
示して講義します。

稲垣　卓司（学術研究院教育学系　教授） 通信教育 6時間
令和3年8月25日～
令和3年9月17日

教諭
養護教

諭

小学校・中学校・
高等学校・特別

支援学校　教諭・
養護教諭向け

6,000円 80人
令和3年4月18日～
令和3年7月11日

令03-
10067-
505344号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/
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種
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島根大学
【選択】読み書き障害の子どもへ
の支援　―原因と指導方法の実
際―

ディスレクシア（読み障害）やディスグラフィア（書字障害）の
子どもの原因、特性について認知心理学の視点から解説す
る。その後、原因や特性に応じた、指導の観点を説明した
後、具体的指導方法について検討する。受講者同士の、演
習も取り入れながら、指導場面で活用できる内容も提案した
い。

樋口　和彦（学術研究院教育学系　准教授） 通信教育 6時間
令和3年8月26日～
令和3年9月17日

教諭
養護教

諭

全校種　教諭・養
護教諭向け

6,000円 120人
令和3年4月18日～
令和3年7月11日

令03-
10067-
505345号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】園芸植物における有用形
質とその遺伝子解析

園芸植物の研究例に化学・生物の分野を想定して講義して
います。花のアントシアニン着色とカキ果実の渋みについ
て、色素や渋み成分の種類やそれらの合成について解説し
ます。加えてDNA鑑定や遺伝子換えの手法を紹介します。

中務　明（学術研究院農生命科学系　准教授） 通信教育 6時間
令和3年8月26日～
令和3年9月17日

教諭
全校種　化学・生

物科教諭向け
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年7月11日

令03-
10067-
505346号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】建物の地震時安全性、ユ
ニバーサルデザインと山陰の建
築について学ぶ

講義は次の２部構成とする。
講義１．近年の地震によって生じている建築物の被害の特
徴、地震時に学校建築で起こりうる危険について学び、従来
の耐震構造と新しい免震・制振構造について紹介する。
講義２．ハンディキャップをかかえる方にとっても使いやすい
ユニバーサルデザイン、木材を活用した温かみのある空間
づくりの手法について学ぶと共に、学校を含む山陰の建築
やまちづくりの実例を紹介する。

中村　豊（学術研究院環境システム科系　教
授）
細田　智久（学術研究院環境システム科系　教
授）

通信教育 6時間
令和3年8月31日～
令和3年9月24日

教諭
全校種　教諭向

け
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年7月18日

令03-
10067-
505347号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学 【選択】国語科における語彙学習

この講習では「語彙学習」について、「語彙が増えるとはどう
いうことか」という地点に立ち返りながら、理論に基づいて学
習を支援する方法について考えていきます。語彙の習得に
おいて、読書がどのような役割を果たしているのか、辞書を
語彙の学習に生かすにはどうすればよいか、などの内容に
ついて、小学校・中学校を対象に説明します。

冨安　慎吾（学術研究院教育学系　教授） 通信教育 6時間
令和3年9月6日～
令和3年10月1日

教諭
小学校・中学校
国語科教諭向け

6,000円 50人
令和3年4月18日～
令和3年7月25日

令03-
10067-
505348号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】統計科学と数理最適化
－社会で使われる数学－

第1部では数学Bに含まれる統計的推測の内容を決定理論
において統括した内容について講習を行う。本講習が生徒
への教育の一助となれば幸いである。
第2部では、数理最適化に関する基礎的な事柄とその応用
に関する講習を行う。高校までの数学とのつながりを意識
し、社会でどのように数学が用いられているか等、数学を学
ぶ動機づけにつながる話題を提供する。

山田　隆行（学術研究院理工学系　准教授）
鈴木　聡（学術研究院理工学系　助教）

通信教育 6時間
令和3年9月6日～
令和3年10月1日

教諭
中学校・高等学
校　数学科教諭

向け
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年7月25日

令03-
10067-
505349号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】日本文化としての和室（畳
室）及びミニ畳作り<小学校教諭
向け>

畳を床材とする和室（畳室）は、書院造りを原型とした日本
の文化です。本講習では、日本住宅と和室や畳の特徴や、
現代までの和室の変遷等を学びます。その上で、実際の材
料を使用し、実物の約30分の1のミニ畳を作成して、畳に対
する理解を深めます。

正岡　さち（学術研究院教育学系　教授） 通信教育 6時間
令和3年9月7日～
令和3年10月1日

教諭
小学校家庭科教

諭向け
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年7月25日

令03-
10067-
505350号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】日本の伝統的な住生活文
化及びミニ畳作り<中学校・高等
学校教諭向け>

本講習では、日本の伝統的な住生活文化を学んだ上で、特
に和室（畳室）を取り上げ、その特徴や現代の住宅の現状
について学びます。また、実際の材料を使用し、実物の約30
分の1のミニ畳を作成して、畳に対する理解を深めます。

正岡　さち（学術研究院教育学系　教授） 通信教育 6時間
令和3年9月7日～
令和3年10月1日

教諭
中学校・高等学
校　家庭科教諭

向け
6,000円 15人

令和3年4月18日～
令和3年7月25日

令03-
10067-
505351号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】エピソード記述を活用した
子ども理解と関わり

幼稚園や学校で行われている事例検討会には、対象とする
子どもに関連した出来事といった客観性の高い情報が資料
として提示されることが多い。しかし、そこには子どもの思い
や願いなどの目には見えない心の部分が示されることが少
ない。そこで本講習では、子どもの心やその育ちを描くため
の方法としてエピソード記述を紹介するとともに、それを実
際に描き、協議することで子ども理解を深め、それをふまえ
た支援のあり方の検討を体験的に学修する。

原　広治（学術研究院教育学系　教授） 通信教育 6時間
令和3年9月13日～
令和3年10月8日

教諭
養護教

諭

全校種　教諭・養
護教諭向け

6,000円 40人
令和3年4月18日～

令和3年8月1日

令03-
10067-
505352号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/
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島根大学
【選択】小学校「外国語活動」「外
国語科」の理論と実践

動画による講義の視聴と課題への取り組みを通して、学習
指導要領に示されている小学校「外国語活動」「外国語科」
の目標・意義・評価について理解することに加え、外国語を
学ぶ意義や児童の発達段階・学習者要因に応じた指導の
在り方、小・中の接続の在り方や中・高等学校へと続く外国
語学習についても理解を深める。2020年度から求められて
いる高学年での評価についても、動画による講義を通して
理解を深め、実際に評価計画を含めた単元計画・指導案を
作成する課題を実施する。

篠村　恭子（学術研究院教育学系　講師） 通信教育 6時間
令和3年9月21日～
令和3年10月15日

教諭
小学校・中学校
外国語活動・外
国語科教諭向け

6,000円 40人
令和3年4月18日～

令和3年8月8日

令03-
10067-
505353号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】言語・コミュニケーション発
達の理論に基づいた障害がある
子どもの指導の実際

特別支援学校の学習指導要領の自立活動の内容は大綱的
で、教師自身が障害の状態や発達の状況等に即して、具体
的な指導内容を工夫することを求められる。本講義では、ま
ず、健常児の言語・コミュニケーションに関し、特に、対人関
係や認知に関する学習・発達のメカニズム、環境との相互
作用（社会・文化的・歴史的視点：子どもが活動したくなる環
境の準備等）について詳細に説明する。次に、種々の障害
の状況（発達障害から重度・重複障害の子どもまで）に応じ
た指導への活用方法について、具体例を提示して講義す
る。

樋口　和彦（学術研究院教育学系　准教授） 通信教育 6時間
令和3年10月4日～
令和3年10月29日

教諭
養護教

諭

全校種　教諭・養
護教諭向け

6,000円 120人
令和3年4月18日～
令和3年8月22日

令03-
10067-
505354号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】学校という場を活かした
子どものメンタルヘルス支援

メンタルヘルス支援の基本となる各発達段階の子どもの心
の理解や支援について基礎的な知識を学び、学校での支
援にどう応用するかなど、学校現場ならではの資源を活か
した支援の基本を学びます。

伊藤　亜矢子（名古屋市立大学　人間文化研究
科　教授）

通信教育 6時間
令和3年10月5日～
令和3年10月29日

教諭
養護教

諭

小学校・中学校
教諭・養護教諭

向け
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年8月22日

令03-
10067-
505355号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学 【選択】教育評価の新たな地平

本講習では、まず戦前から現代に至るまでの教育評価の歴
史的変遷を踏まえた上で、評価の意義を再考していく。続い
て、5W1Hの視点を踏まえた評価のデザイン、真正の評価の
考え方から着目されるパフォーマンス評価とポートフォリオ
評価の意義とその方法を確認する。21世紀型スキル等の海
外における資質・能力の議論から、新しい学習指導要領の
意義を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」に関する評価
を検討していく。

深見　俊崇（学術研究院教育学系　教授） 通信教育 6時間
令和3年10月5日～
令和3年10月29日

教諭
小学校・中学校・
高等学校　教諭

向け
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年8月22日

令03-
10067-
505356号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】肢体不自由(重度・重複障
害を含む)児の理解と指導方法

肢体不自由児の指導に際して、教育課程構築や指導計画
作成のための知識として、心理や病理、身体機能等に関す
る知識が必要である。本講義では、これらの知識の基礎を
培う。
まず、肢体不自由児に対する教育の基礎から実際の指導
方法についてとりあげる。肢体不自由の原因と状態、必要
なケア、教育課程の編成と教育内容(各教科・自立活動等)
などの基礎的な内容から、教育の基盤となる心理学や運動
学の知識について触れる。さらに具体的な実践例を紹介し、
実際の指導に役立つ情報を伝達する。

樋口　和彦（学術研究院教育学系　准教授） 通信教育 6時間
令和3年10月13日～
令和3年11月5日

教諭
養護教

諭

全校種　教諭・養
護教諭向け

6,000円 60人
令和3年4月18日～
令和3年8月29日

令03-
10067-
505357号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】小学校プログラミング教
育のためのプログラミング講座
（基本編）

まず、小学校のプログラミング教育について、その目的や趣
旨を理解し、重要性を納得していただきます。次に、何を参
考に学べばよいかを知るとともに、具体的な方法などを先行
事例を参照しながら学びます。さらに、実践的・体験的な指
導ができるよう、プログラミングそのものを学びます。この場
合、小学校低学年向けと高学年向けに分け、プログラミング
のスキルを高めていただきます。最後に、教育課程の内外
での授業等におけるプログラミング教育の在り方を検討しま
す。

橋爪　一治（学術研究院教育学系　教授） 通信教育 6時間
令和3年10月19日～
令和3年11月12日

教諭
小学校教諭に限

る
6,000円 40人

令和3年4月18日～
令和3年9月5日

令03-
10067-
505358号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/
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島根大学 【選択】太宰治を読む

本講義では、太宰治の「富嶽百景」のみを対象とし、具体的
に本文を細かく読み進めてゆく。小説作品が言語によって
記された虚構であることをつぶさに見ることで、「富士山には
月見草がよく似合う」という表現にのみ集約されてきた「富嶽
百景」の新たな読み方を紹介する。それが作品読解の多様
さにふれることにつながれば幸いである。

武田　信明（学術研究院人文社会科学系　教
授）

島根県松江市 6時間 令和3年7月27日 教諭
小学校・中学校・
高等学校　国語

科教諭向け
6,000円 30人

令和3年4月25日～
令和3年5月16日

令03-
10067-
505359号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】いじめの早期発見、早期
支援（事例を基に考える）

小中学校におけるいじめの発生件数は増加している。しか
し、いじめをいじめと認知しないで、児童生徒間の人間関係
のトラブルと置き換えたり、普段ありがちな問題と捉えたりし
て対応が遅れ、中には重大事態に発展したり、命にかか
わったりする事案も見られる。講義や事例を基に、組織の一
員としての在り方や保護者対応について受講者同士でも意
見を交わし、早期発見、早期対応のヒントを探る。

三島　修治（元島根大学学術研究院教育学系
特任教授）

島根県松江市 6時間 令和3年7月28日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別

支援学校　教諭・
養護教諭向け

6,000円 20人
令和3年4月25日～
令和3年5月16日

令03-
10067-
505360号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】保護者の「語り」から学ぶ
特別支援教育

園や学校において、保護者と連携して子どもを育てていくこ
とは重要かつ不可欠であることは誰もが理解している。しか
し、実際の「連携」は容易ではなく、「〇〇すればいい」といっ
た正解があるわけでもない。そこで本講習では、特別な支援
を必要とするお子さんを育てるある一人の保護者を招き、子
育てのこれまでと今、そして未来を語っていただくことを通し
て、園や学校での関わりを吟味、考察する。その上で、園や
学校とすれば、何を大切にし、どんなことを、どのように行え
ばよいのかについて検討する。

原　広治（学術研究院教育学系　教授） 島根県松江市 6時間 令和3年7月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全校種　教諭・養
護教諭・栄養教

諭向け
6,000円 30人

令和3年4月25日～
令和3年5月16日

令03-
10067-
505361号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学 【選択】漢文訓読の基礎

一般に国語科における漢文の教材は、既に訓読されて訓点
が付されています。しかし、なぜそのような訓点が付されて
いるのかを理解し説明することができるには、そもそも訓読
とはどのようなものなのかを理解する必要があります。本講
習は、漢文に関する専門的な学習を特にしていない人を対
象として、「基礎的な漢文を、漢和字典を活用して自力で訓
読できるようになる」ことを目標として行います。

竹田　健二（学術研究院教育学系　教授） 島根県松江市 6時間 令和3年8月2日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭に
限る、国語科教

諭向け

6,000円 20人
令和3年4月25日～
令和3年5月16日

令03-
10067-
505362号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学 【選択】子ども理解と保育の展開

幼児の発達に応じた遊びや保育者とのかかわり、近年の幼
児教育の動向を踏まえた指導法等について理解する。ま
た、幼児理解に基づいた保育実践については、保育におけ
る記録の意義、さらに幼児理解のための記録の方法、記録
を用いた実践の改善方法等の検討を通して理解を深める。
なお、幼小連携の観点から、小学校教諭も対象とする。

伊藤　優（学術研究院教育学系　助教） 島根県松江市 6時間 令和3年8月3日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 40人

令和3年4月25日～
令和3年5月16日

令03-
10067-
505363号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】中国社会を歴史から考え
る

現在の日本では、日中関係をめぐって問題が過剰に拡大す
る傾向がみられますが、その一因として、中国社会の成り立
ちやその特質について十分に理解されていない点があると
考えられます。本講義では、中国社会に関する歴史学の研
究成果を紹介することによって、学校教育における外国史
教育・異文化教育への一助となることをめざします。

佐々木　愛（学術研究院人文社会科学系　教
授）
丸橋　充拓（学術研究院人文社会科学系　教
授）

島根県松江市 6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校・高等学

校　社会・地理歴
史科教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月25日～
令和3年5月16日

令03-
10067-
505364号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】地理を専門としない教員
のための「地理総合」入門

地理を専門としない教員を対象として，新たにはじまる「地
理総合」のポイントを理解するとともに，地図や地理情報シ
ステム（ＧＩＳ）の活用を中心とした内容について，実践的に
学習します。専門的な知識や技術は必要としません。地理
を専門とする教員の受講も可能です。

作野　広和（学術研究院教育学系　教授） 島根県松江市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校・中学校・
高等学校　社会

科教諭向け
6,000円 15人

令和3年4月25日～
令和3年5月16日

令03-
10067-
505365号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/
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島根大学 【選択】国語科教育の歴史と理論

・国語科教育の歴史的展開と理論について講義を行いま
す。
・講義を中心に授業を進めます。その際、板書を用います。
・明治期から順を追って講義します。範囲は講義時間内で
扱える範囲のものとします。

田中　耕司（学術研究院教育学系　准教授） 島根県松江市 6時間 令和3年8月11日 教諭

小学校・中学校
国語科教諭向け
（国語科教育の
歴史を学びたい

方）

6,000円 20人
令和3年4月25日～
令和3年5月16日

令03-
10067-
505366号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】プログラミング教育時代に
備えた理科の授業と教材開発

プログラミング教育が導入され，教員にもそのスキルが求め
られています。本講習では多くの学校にある情報室を活用
して，情報室のパソコンのUSB端子に接続して使う拡張ボー
ド（ワンボードマイコン）Arduino（アルディーノ）を使ったプロ
グラミングを学びます。本講習で紹介するシステムを利用す
れば１台あたり数千円でプログラミング教育環境が実現可
能です。プログラミングには初等プログラミング環境
「Scratch」を利用しますので，初学者でも学びやすいです。
本講習は主に理科の授業での利用を想定していますが，数
学科や技術科などでも応用可能です。

長谷川　裕之（学術研究院教育学系　准教授） 島根県松江市 6時間 令和3年8月12日 教諭
小学校・中学校・
高等学校　理科

教諭向け
6,000円 15人

令和3年4月25日～
令和3年5月16日

令03-
10067-
505367号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】小・中学校国語科教育書
写実技講座

本講習では、はじめに「講義」を通して国語科書写の基本構
造とその特色を明らかにし、書写における基礎・基本および
それを踏まえた基本的指導過程について理解を深める。
続いて「演習１」では「字形の整え方」を中心とする硬筆実
習、「演習２」では名前書きを中心とする小筆実習、さらに
「演習３」では小・中別に教科書教材を中心とする毛筆実習
を行ない、基本的な技法の習得と指導力の向上を図る。

福田　哲之（学術研究院教育学系　教授）
大畑　俊正（島根県書写書道教育研究会　顧
問）

島根県松江市 6時間 令和3年8月17日 教諭

小学校・中学校・
特別支援学校

国語科教諭に限
る

6,000円 12人
令和3年4月25日～
令和3年5月16日

令03-
10067-
505368号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】金管楽器演奏法の実践と
理解

本講習は、実技演習を行いながら、以下の内容の理解を深
め、金管楽器の演奏法・指導法について考えていくことを目
的としています。
・金管楽器の奏法の基本的な知識と技術を習得する。
・演奏に必要なソルフェージュについて理解を深める。
・教則本や楽曲の演奏実践を行い、金管楽器における音楽
表現のアプローチを考える。（個別指導形式で行う。）
・金管アンサンブルを行い、アンサンブルの組み立て方を考
える。

小坂　達也（学術研究院教育学系　教授） 島根県松江市 6時間 令和3年8月18日 教諭
全校種　音楽科

教諭向け
6,000円 10人

令和3年4月25日～
令和3年5月16日

令03-
10067-
505369号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

島根大学
【選択】新聞活用とNIEを通して学
ぶ情報リテラシー

本講習では、担当講師が新聞社との協力のもとで講義・グ
ループワークを行う。具体的には、新聞編集や取材などに
ついて制作過程の基礎知識を学んだ上で、新聞記事を活用
し、グループで話し合った編集方針に沿って実際に紙面を
作り上げる。グループワークを通じて情報の処理と分類、目
的を持って活用する方法を考える。国語科や社会科におい
て行われている「新聞づくり学習」に必要な思考力、判断力
などを育成、NIEの趣旨や実践活動も紹介し、総合的に情報
リテラシーについての理解を深める。

藤原　秀晶（元島根大学教育・学生支援機構教
育開発センター　特任教授）

島根県松江市 6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
特別支援学校
教諭・養護教諭

向け

6,000円 20人
令和3年4月25日～
令和3年5月16日

令03-
10067-
505370号

0852-32-6495
http://crte.shimane-
u.ac.jp/crte-koushin/

広島大学
【選択】音楽科授業に必要な基礎
と応用III

声の出し方・歌い方
（1）発声法の基礎を再考し、ポイントを学習する。
（2）中高の音楽科教科書で扱われる外国語の声楽曲を中
心に、歌唱法、歌唱指導法を学習する。
（3）中高の音楽科教科書で扱われる日本語の声楽曲を中
心に、歌唱法、歌唱指導法を学習する。

枝川　一也（人間社会科学研究科教授）
大野内　愛（人間社会科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年7月3日 教諭
中・高「音楽」教
諭（小学校音楽
主担当も可）

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503627号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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広島大学
【選択】中学校・高等学校におけ
る新学習指導要領にもとづく英語
の授業づくり

新学習指導要領で求められる思考力・判断力・表現力を育
成する授業や評価とはどのようなものか。本講習では，まず
「話すこと（やり取り）」領域の指導例を用いて目標設定と評
価方法を解説し，次に実際の教材を用いて単元計画を作成
する演習を行う。それらを通して，新学習指導要領にもとづ
く授業の設計力と実践力を伸ばすことをねらいとする。

樫葉　みつ子（人間社会科学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年7月3日 教諭
中・高「英語」教

諭
6,000円 40人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503628号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】学習障害の教育における
タブレットの活用

通常の，園，学校を中心とした学習障害の教育におけるICT
活用，中でもタブレット（ｉｐａｄ）を活用した教育について，基
本的な操作方法から，教育活動における利用まで，具体的
な導入の考え方を，演習を交えながら理解を深め，操作方
法を身につけることを目指します。

氏間　和仁（人間社会科学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年7月3日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高・特
支教諭，養護教

諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503629号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】生涯スポーツ社会におけ
る体育・スポーツ指導の在り方

本講習では主に以下の3点から講習内容を概説しながら，
ワークショップにて議論を深めていく。①生涯スポーツ社会
におけるスポーツ文化の多様性について解説する。②学校
体育を取り巻く諸背景について，諸外国の例などにも触れ
つつ概説する。③グローバル化における学校体育の今日的
課題に対するカリキュラムと指導方法の在り方について検
討する。

沖原　謙（人間社会科学研究科教授）
齊藤　一彦（人間社会科学研究科教授）
岩田　昌太郎（人間社会科学研究科准教授）
小木曽　航平（人間社会科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年7月10日 教諭
中・高「保健体

育」教諭
6,000円 50人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503630号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】Google Earth Projectで学
ぶ地形の成り立ち

Google Earth Projectは鳥瞰的な視点で地球表面を見ること
ができる無料ビューワーである。それを活用して，山地地
形，海岸地形，平野地形，変動地形など，日本や世界の典
型的な地形の特徴や成り立ちについて幅広く理解してもらう
ことを目的とする。

熊原　康博（人間社会科学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年7月17日 教諭
中「社会」，高「地

理歴史」教諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503631号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】現代社会をめぐる法と政
治

「現代社会をめぐる法と政治」というテーマで以下のような内
容の講義を行う。
・行政活動の特徴を法的側面から理解するべく，行政法の
基礎概念につき検討を行う。
・消費者被害防止のための施策と被害からの救済手続きを
把握したうえで，これらの課題と展望について考察する。
・2009年度以後の主要核保有国の核政策，核戦略を検討す
る。特に，アメリカ，ロシアの核政策の変化，核軍縮の進展
状況にも注目する。
・1998年から14年連続で3万人を超えてきた日本の自殺に
ついてその特徴と社会の在り方との関係を探る。

江頭　大藏（人間社会科学研究科教授）
永山　博之（人間社会科学研究科教授）
宮永　文雄（人間社会科学研究科教授）
手塚　貴大（人間社会科学研究科教授）

広島県広島市 6時間 令和3年7月17日 教諭
中・高「社会科

系」教諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503632号

082-424-6753
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】小学校の教育・研究（生
活科・音楽科）に関する最新情報

小学校生活科教育の最新情報を踏まえて，教育方法や教
育内容に関する講義・演習等を行い，生活科教育実践に必
要な資質・能力の向上を目指す。また，最近の小学校音楽
科教育の動向を踏まえ，学級担任が音楽の授業を担当する
ことを想定し，指導にあたって必要となる基礎技能を確認し
ながら，小学校音楽科の指導のあり方について理解を深め
る。

渡邉　巧（人間社会科学研究科准教授）
権藤　敦子（人間社会科学研究科教授）
寺内　大輔（人間社会科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年7月22日 教諭 小学校教諭 6,000円 15人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503633号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】世界の紛争と平和

武力紛争から生じる脅威は国境を超え，世界の平和と安定
を揺るがしかねません。この講義では，そうした現代に蔓延
する越境的な地域紛争の動向と、紛争解決や紛争後の平
和構築に向けた国際社会による取り組みについての理解を
深めます。本講習は「オンライン講習（テレビ会議方式等）」
で実施します。

山根　達郎（人間社会科学研究科准教授） インターネット 6時間 令和3年7月24日 教諭
中・高「社会科

系」教諭
6,000円 25人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503634号

082-424-6910
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】子どもの健康と保健指導

生活習慣を習得するための保健指導の方法と評価につい
て概説する。
１）子どもの生活習慣と保健指導の課題
２）子どものメンタルヘルスと援助
３）特別な支援を必要とする子どもの理解と援助

川崎　裕美（医系科学研究科教授）
岡村　仁（医系科学研究科教授）
石附　智奈美（医系科学研究科講師）

広島県広島市 6時間 令和3年7月27日
教諭

養護教
諭

中・高「保健」教
諭，養護教諭

6,000円 40人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503635号

082-257-5050
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

広島大学
【選択】調査によるレポート、論文
の作成・評価法

アクティブ・ラーニング，調べ学習，実験によるレポート等を
書かせるときの手法（データ・文献収集）・評価の仕方を学べ
ます。エッセイ・論説・著書の書き方とは異なります。生徒が
このような手法を習得することで，レポート・報告書・論文作
成の水準が上がり，将来，入試・国際バカロレア・卒論・学位
論文・報告書作成等で有益となります。まずは，先生自身が
グローバルかつアカデミック的に正統とされる手法を実習も
交えながら，学んでみましょう。

築達　延征（人間社会科学研究科教授） 広島県広島市 6時間 令和3年7月28日 教諭 高教諭 6,000円 15人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503636号

082-542-6961
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】子どもの健康課題探索の
ための情報活用

健康診断・毎日の健康観察・保健室来室記録、けがの観察
などをまとめる方法論を振り返り，子どもの健康問題や課題
の抽出と活動評価に理論的に活用するために，情報活用の
理解を深める。
１）災害時の情報と活用
２）コンピュータ活用の基礎
３）統計学的分析の基礎

加古　まゆみ（医系科学研究科准教授）
車谷　洋（医系科学研究科講師）
梯　正之（医系科学研究科教授）

広島県広島市 6時間 令和3年7月28日
教諭

養護教
諭

中・高「保健」教
諭，養護教諭

6,000円 40人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503637号

082-257-5050
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】体の仕組みと処置

子どもの発達と運動、成長期に運動する際の注意点につい
て、人体構造・生理学などと関連させながら詳説する。
１）肥満改善の重要性と心理・社会的側面について
２）緊急時に必要な情報と観察
３）代謝性疾患における慢性炎症の予防と治療

花岡　秀明（医系科学研究科教授）
寺本　千恵（医系科学研究科講師）
藤田　直人（医系科学研究科講師）

広島県広島市 6時間 令和3年7月29日
教諭

養護教
諭

中・高「保健」教
諭，養護教諭

6,000円 40人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503638号

082-257-5050
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】ことばの多様性と教育

本講習では，「地域差（方言）」と「世代差（若者ことば）」と
いった観点から日本語の多様性を確認するとともに，それら
がどのように使い分けられているかについて検討する。ま
た，語種（和語・漢語・外来語）を例として，言語接触によっ
てもたらされる多様性とそれによって生じるコミュニケーショ
ン上の問題（外来語の問題）についても考えてみたい。

永田　良太（人間社会科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年7月31日 教諭
小・中・高「国語」

教諭
6,000円 60人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503639号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】時事問題を経済学的にひ
も解く

高校生が新聞を読む際に遭遇する時事問題の理解に必要
な基礎知識と経済学的にひも解く方法について解説する。
併せて，最近の世界経済の理解の仕方も学ぶ。内容は以
下の４つのテーマから構成されている。
１．企業活動と金融市場に関する問題を読み解く。
２．グローバリゼーションと試練のヨーロッパ統合。
３．貨幣について実証的に考える。
４．経済学における政府像と経済政策について。

鈴木　喜久（人間社会科学研究科教授）
森　良次（人間社会科学研究科教授）
友田　康信（人間社会科学研究科教授）
角谷　快彦（人間社会科学研究科教授）

広島県広島市 6時間 令和3年7月31日 教諭
中・高「社会科

系」教諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503640号

082-424-6753
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】世界的動向を踏まえた新
しい理科の授業づくり

世界的に科学教育においても新しい学習方法や学習内容
が取り入れられてきている。本講義では、諸外国の科学教
育の動向（学習方法としてのアクティブ・ラーニングや学習内
容としての科学の本質など）を先ず理解することを目的とす
る。次に、学習方法としてのアクティブ・ラーニング及び学習
内容としての科学の本質の視点から自分自身の実践を省
察する。次に、諸外国の科学教育の資料や自己の実践の
省察などを参考にし、グループによる協働的学習を通して、
新しい学習指導要領に基づく理科の授業づくりについて検
討を行う。

磯﨑　哲夫（人間社会科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年7月31日 教諭
中・高「理科」教

諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503641号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】音楽科授業に必要な基礎
と応用II

我が国の伝統音楽について基本的事項を整理し、その中か
ら箏曲をとり上げ歴史と主要な楽曲について認識を深める。
そのうえで、実技演習をとおして箏の基本的な取り扱い方
（奏法）や楽曲の演奏、および音楽科授業における展開に
ついて体験的に学ぶ。

伊藤　真（人間社会科学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年7月31日 教諭
中・高「音楽」教
諭（小学校音楽
主担当も可）

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503642号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

171 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

広島大学
【選択】Vocabulary teaching and
learning

本講習は、英語ネイティブスピーカーである講師により、全
行程英語のみを使用して実施します。
第二外国語学習者の語彙をテストとティーチングに関する教
育学的な問題を総合的に検討する。1) 学習者の第二外国
語の語彙の学習・保持・使用のための教師の役割，2) 学習
者の語彙学習・使用・保持、特に語彙の知識が不足してい
る場合の対処に関する包括的な研究課題と知見のレ
ビュー，3）論文レビュー及び評価（知見、論証、研究方法、
研究可能な問題点を見極める）を含む。

Jon　Clenton（人間社会科学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年7月31日 教諭
中・高「英語」教

諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503643号

082-424-6316
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】小学校の教育・研究（算
数科・理科）に関する最新情報

令和2年度から完全実施となった小学校学習指導要領と関
連させながら，算数科教育及び理科教育に関する最新情報
を踏まえて，（1）算数科のカリキュラム構成や学習方法に関
する講義，（2）理科のカリキュラム構成や学習方法に関する
講義を行い，算数科及び理科の教育実践に必要な教師の
資質・能力の向上を図る。

山崎　敬人（人間社会科学研究科教授）
松浦　武人（人間社会科学研究科教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年7月31日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503644号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】文学教育の理論と方法

中学校・高等学校国語科で教科書教材として使用されてい
る文学作品等を対象としながら、それらを使った授業のあり
方を検討する。従来の文学作品を教材とした授業実践の考
察を踏まえながら、これからの国語科における文学教育を
進めていくための理論と方法について検討する。とくに、文
学作品を使った国語科学習指導の姿を、リテラチャー・サー
クル等の新しい学習指導法を手がかりに検討する。

山元　隆春（人間社会科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月1日 教諭
中・高「国語」教

諭
6,000円 50人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503645号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】授業に活かす化学実験教
材

中・高等学校の化学に関連する実験教材を概説し，それら
を用いた授業の展開における留意点や指導上のポイントに
ついて解説する。併せて，無機・物理化学や有機化学等に
関する具体的な実験教材を取り上げ，実習を通じて教材の
特徴や授業での活用の可能性について議論する。

古賀　信吉（人間社会科学研究科教授）
網本　貴一（人間社会科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月1日 教諭
中・高「理科」教

諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503646号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】英語文学教材の言語的
特徴を踏まえた読解指導

現在の中・高等学校の文部科学省英語検定教科書には、
少ないながらも文学教材が収められている。本講習では、ま
ず英語文学の言語的特徴について理解した後、高等学校
の英語教科書に収められている英語文学教材を取り上げ、
どのような文法事項や修辞技法が用いられているかを確認
する。また、教科書付属の設問についても検討し、英語文学
教材を授業でどのように指導していくか考えていく。

西原　貴之（人間社会科学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月1日 教諭
中・高「英語」教

諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503647号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】美術鑑賞術入門－自由に
楽しみ知識を増やす美術鑑賞教
育のススメ－

美術作品を前にして「わからない」と思考停止状態になるの
ではなく，楽しく多様に意味を紡ぎ出す美術鑑賞を，自己表
現の基本構造と構成主義の学習観にたつ新しい美術鑑賞
教育のあり方から解説します。さらに，グループワークを通
して美術鑑賞教育の具体的な方法論を探ります。美術鑑賞
を通して豊かな感性を育むことに興味のある教諭全般，鑑
賞の専門知識を持たない初心者も受講可能です。

三根　和浪（人間社会科学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月2日 教諭
幼・小・中・高教

諭
6,000円 36人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503648号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】発光海産動物を用いた生
物実験の基礎

「生物発光」現象は肉眼で確認でき，しかも綺麗なので生徒
の興味を引き付けることができる。また，安全であり，簡便
性（操作，廃棄）からも非常に取り扱いやすい教材である。
本講習では，ウミホタルの発光現象の仕組みについて解説
する。併せて，実際にウミホタルを発光させる実験を行い，
授業での活用の可能性について議論する。主な受講対象
者は中学校・高等学校の「理科」教諭とするが，生物学に興
味がある小学校教諭も受講可。

田川　訓史（統合生命科学研究科附属臨海実
験所准教授）
有本　飛鳥（統合生命科学研究科附属臨海実
験所助教）
福田　和也（統合生命科学研究科附属臨海実
験所助教）

広島県尾道市 6時間 令和3年8月2日 教諭
中・高「理科」教
諭，小学校教諭

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503649号

082-424-7320
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

広島大学
【選択】エレクトロニクス最前線：
AI/IoT，MEMS，パワー半導体デ
バイス

今日の情報化社会の中枢を支えているエレクトロニクスに
ついて解説する。「AI/IoTを支える集積回路（LSI）・トランジ
スタ技術」，「パワー半導体デバイス」，「MEMSセンサー技
術」をテーマに，最先端エレクトロニクス技術について紹介
し，中学校や高等学校における理科，技術，情報及び工業
教育の充実につなげることを目的とする。

黒木　伸一郎（ナノデバイス・バイオ融合科学研
究所教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月2日 教諭
中「理科・技術」・
高「理科・情報・

工業」教諭
6,000円 20人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503650号

082-424-7009
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】映画の見方・読み解き方

映画には様々な表現技法が凝縮しており、映画を読み解く
視点や発想は文学教材の読みにも応用できる。本講習で
は、せりふ・演技・カメラワーク・構図・編集などに注目して、
映画の作り手（監督）の意図を読み解く事例を提示する。文
学の読みと重なる部分、異なる部分を確認しながら映画を
読み解くことで、映画だけでなく文学教材の読みを深める視
点を提供したい。

柳澤　浩哉（人間社会科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月3日 教諭
小・中・高「国語」

教諭
6,000円 90人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503651号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】小学校の教育・研究（社
会科・家庭科）に関する最新情報

小学校の社会科と家庭科の授業に関して，①社会科と家庭
科の学習指導に関する知識・技能等について，②社会科と
家庭科の授業構成の理論と方法等について，③近年の教
育の動向を踏まえた具体的指導法等について，それぞれ理
解を深める。修了認定試験は，当日の各科目の最後の時間
（30分）に実施する。

木村　博一（人間社会科学研究科教授）
永田　忠道（人間社会科学研究科准教授）
伊藤　圭子（人間社会科学研究科教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月3日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503652号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】企業活動と税

様々な企業活動について、課税の視点から解説する。
・企業課税の基本的考え方について説明する。
・企業活動（粉飾、倒産、租税回避、組織再編、国際課税）
について、事例をもとに説明する。
・税務会計・英文会計について説明する。

林　幸一（人間社会科学研究科教授） 広島県広島市 6時間 令和3年8月3日 教諭
中・高「社会科

系」教諭
6,000円 50人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503653号

082-542-6961
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】人生の物語と言語学習－
「自分らしさ」という視点から－

教師は，常に他者理解が求められる職業だ。本講習は他者
理解の方法の一つとして，ライフストーリー（人生の物語）を
用いる。人生の物語とは何か，人生の物語を理解するため
には，どのような読み方が求められるのかを知る。実際に講
師が行った韓国人留学生に対する調査事例を考察したのち
に，ライフストーリー調査を実践したり，自分の体験（映画や
小説を含む）に応用したりする予定である。

中山　亜紀子（人間社会科学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月4日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 30人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503654号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】瀬戸内の海の生き物学

瀬戸内海は世界有数の生産性を誇る豊かな海域で，多くの
海の生き物にとって，「命のゆりかご」として機能していま
す。一方で，瀬戸内海は半閉鎖性という独特な環境を持っ
ているため，温暖化や人間活動の影響を受けやすいのも事
実です。瀬戸内海の豊かな天然資源を持続的に利用してい
くために，生息する生き物や環境についての理解を深めるこ
とが大切です。本講習では，様々な生物の生き様やそれら
を取りまく環境の特性などについて解説します。

海野　徹也（統合生命科学研究科教授）
大塚　攻（統合生命科学研究科教授）
近藤　裕介（統合生命科学研究科助教）
坂井　陽一（統合生命科学研究科教授）
冨山　毅（統合生命科学研究科准教授）
橋本　俊也（統合生命科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月5日 教諭
幼・小・中・高教

諭
6,000円 50人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503655号

082-424-5034
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】生物学の最新事情－進
化・系統・生物多様性－

生物分野の教育課程の中での位置づけが変わってきた生
物の進化と系統，その関連分野，とくに，新しい分類体系と
その基になっている分子系統学，生物多様性に関わる内容
を解説する。また，この分野に関するアクティブラーニングを
行う。主な受講対象者は中学校・高等学校の教諭とするが，
生物学に興味がある小学校教諭も受講可。

坪田　博美（統合生命科学研究科附属宮島自
然植物実験所准教授）
倉林　敦（長浜バイオ大学　バイオサイエンス学
部准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月5日 教諭
中・高「理科」教
諭，小学校教諭

6,000円 50人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503656号

082-424-7320
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

広島大学
【選択】人間生活（家庭科）教育
学の最新事情－家庭科が担う資
質・能力と指導方法の実際－

１．新学習指導要領の目標，内容，指導方法のポイントにつ
いて解説するとともに，家庭科が担う資質・能力の考え方に
ついて解説する。
２．カリキュラム例及び題材例を紹介し，討議や活動を通し
て各自の家庭科の指導過程の課題を整理し，省察する。
３．家庭科の指導方法及び評価方法の工夫について解説
し，具体的な授業場面を設定してグループで模擬授業を構
想，実践し，課題を検討する。

鈴木　明子（人間社会科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月5日 教諭
中・高「家庭」教

諭（小学校教諭も
可）

6,000円 30人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503657号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】口腔のサイエンスと学校
歯科保健Q＆A

我が国の「新健康フロンティア戦略」では，子供の健康力と
ともに「歯の健康力」が重要テーマとなっている。生きる力と
しての口腔の健康は学校教育の場で大切な項目である。ま
た口腔は比較的親しみやすく，子供達のサイエンス に対す
る興味の入り口としても効果的な教育対象である。本講習で
は口腔のサイエンスとともに学校保健現場での歯科的諸問
題とその対応を取り上げる。

竹本　俊伸（医系科学研究科教授）
内藤　真理子（医系科学研究科教授）
太田　耕司（医系科学研究科教授）

広島県広島市 6時間 令和3年8月6日
教諭

養護教
諭

養護教諭，中・高
「保健」教諭

6,000円 40人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503658号

082-257-5613
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】小学校でできるプログラミ
ング教育とデータサイエンス教育
の実践

本講習では，普段の生活や教科等における学習上の必要
性や学習内容と関連付けながら計画的かつ無理なく確実に
実施できる事例を解説する。また，実際に論理的思考力や
データサイエンス的思考を身に付けるための学習活動を体
験することで理解を深めることを目的とする。さらに，小学生
が受けるプログラミング教育やデータサイエンス的思考を育
む活動を知ることで，中学校技術・家庭科技術分野および
高等学校工業科において将来どのような対応をしていかな
ければならないかを校種を越えて議論する場も提供する。

川田　和男（人間社会科学研究科准教授）
鈴木　裕之（人間社会科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月8日 教諭
小・中「技術」・高
「工業」・特支教

諭
6,000円 20人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503659号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】理数探求に使えるSTEM
教育教材　－ペーパーてんびん
プロジェクト－

科学（Science），技術・工学（Technology & Engineering），数
学（Mathematics）といった理系の教科の知識を応用して，実
際のものづくり等に応用するSTEM教育が注目されていま
す。高等学校にも「理数探求」が設定されました。この講習
では，簡単に加工・製作ができるペーパーてんびんを題材
に，STEM教育教材の実際を，ものづくりのPDCAサイクルを
通して学びます。

鈴木　裕之（人間社会科学研究科准教授）
川田　和男（人間社会科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月9日 教諭

中「数学・理科・
技術」，高「数学・
理科・情報・工

業」教諭

6,000円 16人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503660号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】異文化を学ぶために

外国語教育の真の意味を探るため、欧米の文化・言語を対
象に、異文化を学ぶ意義を考察する。講習内容は以下の三
部です。
（1）日仏文化交流と文学の翻訳、（2）英米詩と猫と文学の世
界、（3）ドイツ語教育の現状と課題

ボーヴィウ　マリ＝ノエル（人間社会科学研究科
准教授）
松本　舞（人間社会科学研究科助教）
今道　晴彦（人間社会科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月9日 教諭
中・高「外国語(英
語・フランス語・ド

イツ語)」教諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503661号

082-424-6374
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

【選択】社会問題を用いた社会科
授業デザイン－社会的な見方・
考え方を用いた深い学びの実現
をめざして－

現在のような価値多元社会においては、多様な価値観を持
つ人々といかに共存・共生するかが重要な資質である。こう
した資質を育成する一つの鍵として、事実認識・価値認識の
違いによって生じる社会問題（論争問題）が上げられる。本
講習では、まず社会問題を扱うことの意義と難しさを共有し
た上で、実際にどのように用いられているかの実践事例を
海外と日本の事例を比較しながら検討する。授業の最後に
は、受講生と共に授業デザインを構想したい。

川口　広美（人間社会科学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月10日 教諭
小・中「社会」・高
「地歴・公民｣教諭

6,000円 25人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503662号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
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種
主な受講対象者

広島大学
【選択】英語教育における論理的
思考力の伸長と表現力の育成

英語学習者の論理的思考力を伸長させ、表現力を育成する
ための、講義・ワークショップを行います。具体的には　1．
「論理的思考力」を伸長させるための教材開発と指導＝論
理的思考力とは何かの整理、及びその力を伸長するための
教材と指導　2．「表現力」を育成するための教材開発と指導
＝どのような言語活動を提供することが、学習者の表現力
育成に繋がるか　3．教材の吟味と指導の実際（その1＆2）
＝ワークショップ

達川　奎三（外国語教育研究センター教授）
Walter　Davies（外国語教育研究センター准教
授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月10日 教諭
中・高「英語」教

諭（小学校教諭も
可）

6,000円 14人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503663号

082-424-5943
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】原子核と放射線

原子，原子核の構造と周期律について理解し，原子核の崩
壊とそれにともなう放射線の発生，およびその利用について
例示を含めて説明します。そして，核分裂によりエネルギー
が発生する原理と福島第一原子力発電所の事故について
解説します。また，核エネルギーの利用として放射線の医学
利用について解説します。

遠藤　暁（先進理工系科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月11日 教諭
中・高「理科」教

諭
6,000円 20人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503664号

082-424-7516
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】マルチメディアを活用した
英語指導

この講習はマルチメディアを利用した語学学習・語学教育に
焦点を当て，以下のワークショップを行います。
１．音声や動画クリップを用いた総合教材の開発
２．フリーソフト・フリーオンラインアプリケーションを用いた英
語学習教材の作成と実践
３．多機能携帯端末／ポッドキャストを用いた教材開発と授
業実践
４．多機能携帯端末／ポッドキャストを用いた授業デザイン
および活用法

榎田　一路（外国語教育研究センター准教授）
セルウッド　ジェイムス・J（外国語教育研究セン
ター特任講師）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月11日 教諭
中・高「英語」教

諭
6,000円 15人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503665号

082-424-5943
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】はじめてのクラウド利活用

コンピュータネットワークを介して様々なサービスを利用する
クラウドの利活用が広がっている。様々なアプリを場所や時
間を問わず利用できるだけでなく、アンケートを瞬時に回収・
分析したり、複数の利用者が共同して一つのファイルを編集
するなど、新しい形のICT利活用が可能である。本講習で
は、実際にクラウド環境でアプリを利用することを通して、新
しいICT環境の授業や校務への効果的な導入について演習
を行う。

渡辺　健次（人間社会科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月16日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503666号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】活用できる地学の実験・
観察教材

岩石・鉱物，気象，天文，堆積の各分野の実験・観察に使用
される教材教具について，以下の４つの講義と実習を通して
その特徴，意義及び活用について考察する。① ICTを活用
した岩石・鉱物の観察，② 気象・天文分野におけるICTの活
用，③ 火成活動を通時的に理解するための実験・観察，④
水槽を用いた運搬・堆積作用の観察。

山崎　博史（人間社会科学研究科教授）
吉冨　健一（人間社会科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月16日 教諭
中・高「理科」教
諭（小学校理科
主担当も可）

6,000円 10人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503667号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】学習者の異文化理解能
力育成のあり方

この講習では，「異文化間コミュニケーション」の学びを言語
教育の中で考え（１），異文化における価値観や行動様式の
多様性を具体的な事例を通して学習し（２），ＡＬＴなどと協働
しながら学習者の異文化間コミュニケーション能力を促進す
るための視点（３）を「ワークショップ」などを通して吟味しま
す。文化，言語，人種など様々な角度から異文化問題を考
え，異文化コミュニケーション能力を向上させることを目指し
ます。

田北　冬子（外国語教育研究センター特任講
師）
Julia　Tanabe（外国語教育研究センター助教）
Marshall　Higa（外国語教育研究センター准教
授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月16日 教諭
中・高「英語」教

諭（小学校教諭も
可）

6,000円 15人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503668号

082-424-5943
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】見えにくさに対する評価
法と支援法

見え方に困難のある児童生徒について，質問紙，分解能，
眼球運動，色覚の評価方法と，それらに応じた支援方法に
ついて可能な限り演習をベースにして知識と方法を身につ
けることを目指します。

氏間　和仁（人間社会科学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月16日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高・特
支教諭，養護教

諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503669号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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種
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広島大学 【選択】はじめてのクラウド利活用

コンピュータネットワークを介して様々なサービスを利用する
クラウドの利活用が広がっている。様々なアプリを場所や時
間を問わず利用できるだけでなく、アンケートを瞬時に回収・
分析したり、複数の利用者が共同して一つのファイルを編集
するなど、新しい形のICT利活用が可能である。本講習で
は、実際にクラウド環境でアプリを利用することを通して、新
しいICT環境の授業や校務への効果的な導入について演習
を行う。

渡辺　健次（人間社会科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503670号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】日本・中国の語学・文学・
思想

【現国】では，三島由紀夫「美神」を虚実不明な作品の背後
にある世界観をふまえながら読解する。
【古文】では，「奥の細道」の推敲過程を検討し，芭蕉の表現
意識や古典語運用能力を見定める方法を提示する。
【漢文】では，王維「鹿柴」を例に，漢詩を読むことの面白さ
について改めて考えてみたい。

有元　伸子（人間社会科学研究科教授）
久保田　啓一（人間社会科学研究科教授）
小川　恒男（人間社会科学研究科教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月17日 教諭
中・高「国語」教

諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503671号

082-424-6374
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】大学入試問題に表れる数
列の収束とプログラミングによる
実装

実際の大学入試問題を題材に，数列およびその周辺の数
値解析を扱う。具体的には，まず，与えられた非線形方程式
を解くためのアルゴリズムを数列によって表現することを考
える。次に，導入した数列の収束の証明，並びに収束性を
議論する。最後に，Excelのマクロ機能で使われているプロ
グラミング言語であるVBAによって，プログラミングを行い，
実際に解を収束解として求めることを考える。

向谷　博明（先進理工系科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月17日 教諭
高「数学・情報」

教諭
6,000円 50人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503672号

082-424-7611
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】英語ライティング指導にお
けるフィードバックと明示的指導
の観点

この講習では，中学校あるいは高等学校での英語ライティ
ング指導をテーマとして，以下の2点のトピックを扱います。
(1) 英語ライティングの指導において有効なフィードバックを
与える方法
(2) 英語ライティングの指導において有効な明示的な指導を
施す観点

天野　修一（外国語教育研究センター講師）
中川　篤（外国語教育研究センター助教）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月17日 教諭
中・高「英語」教

諭
6,000円 15人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503673号

082-424-5943
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】触覚を通して学ぶ視覚障
害児童生徒の理解と指導

視覚に障害のある児童生徒、特に「指先を眼とする」といわ
れる盲児が触覚を通して主体的に学ぶためには、教師の理
解と適切な支援・指導が必要である。本講習では、触覚の
特性と、その特性を踏まえた配慮・指導法について、演習等
を通じて理解する。

森　まゆ（人間社会科学研究科講師）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月17日
教諭

養護教
諭

特別支援学校，
特別支援学級・
通級指導教室等
で視覚に障害の
ある児童生徒に
関わったことのあ
る教諭・養護教諭

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503674号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】発達障害児の理解と支援

本講習では、学習障害、注意欠如・多動症、自閉スペクトラ
ム症などといった発達障害のある幼児児童生徒の心理・生
理・病理的特性の基礎的事項を紹介するとともに、その特
性に応じた個別の支援やインクルーシブ教育の観点による
学級集団における支援の在り方、さらに、特別支援学校や
医療・福祉機関等との有機的な連携の在り方について、ディ
スカッションや講義等を通じて考える。

川合　紀宗（人間社会科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月17日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高・特
支教諭，養護教

諭
6,000円 84人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503675号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】英語教師のためのコン
ピュータ活用法

指導や校務におけるコンピュータの活用法について演習を
行います。テストやプリント作成のためのWordの操作方法，
成績処理や簡単な統計処理を含むExcelの操作方法，リス
ニングテストや教材作成のための録音・音声ファイルの加工
方法をそれぞれ扱います。作業するPCのOSはWindows
10，Officeのバージョンは2019を使う予定です。

阪上　辰也（外国語教育研究センター准教授）
高橋　有加（外国語教育研究センター助教）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月18日 教諭
中・高「英語」教

諭
6,000円 15人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503676号

082-424-5943
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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広島大学 【選択】数学とその発展

数学は古い歴史をもち，現在も進化している。本講習では，
数学の発展史から，ユークリッド幾何，微積分，記号，日本
の江戸時代の数学等，さらには中学・高校の教育関係者に
も関わる現代数学の内容等，の中から話題を選び解説す
る。受講者には，数学の考え方や，時代特有の認識に関す
る理解を深め，数学教育への新たな意欲を持ってもらうこと
を目指す。
本講習は，7/1～8/19の間にオンデマンド型の学習を3時間
分行い（対面授業時にレポート提出）、8/20に3時間分の対
面授業を行う。

河野　芳文（高知工科大学　名誉教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月20日 教諭
中・高「数学」教

諭
6,000円 60人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503677号

082-424-7320
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】新学習指導要領における
NIEの展開

本講習では，新聞を活用した教育（NIE）について，資質・能
力の育成を目指す新学習指導要領における位置や役割，
可能性を考察するとともに，諸事例を通して記事の読解や
新聞作成などのさまざまな活用方法を新聞関係者とともに
実践的に学びます。

朝倉　淳（安田女子大学　教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月21日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 30人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503678号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】漢文教材の現在と教材研
究

学習指導要領の改訂を踏まえつつ、現行の漢文教材を中
心に、講義とグループワークを通して教材研究を行う。前半
は中学校・高等学校の漢文教材についての解説、思想（故
事成語を含む）・史伝・漢詩文の教材読解のポイントや学習
課題について講義。後半は、前半の講義内容をもとに、具
体的な教材を用いて、グループごとに教材研究を行い、教
材読解のポイントや学習課題について発表し、受講者全員
でディスカッションを行う。

佐藤　大志（人間社会科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月21日 教諭
中・高「国語」教

諭
6,000円 20人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503679号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】音楽科授業に必要な基礎
と応用I

（１）ヴァイオリンの実演を通して、その音色に触れる。
（２）楽器の歴史や構造について、知識を習得する。
（３）実際にヴァイオリンに触れ、簡単な楽曲を演奏できるよ
うにする。
（１）〜（３）を通して、オーケストラなどの鑑賞教育や部活動
での弦楽器指導に活かす。

髙旗　健次（人間社会科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月22日 教諭
中・高「音楽」教
諭（小学校音楽
主担当も可）

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503680号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】鑑賞から表現へ　一歩近
づく日本の美術

日本の美術の歴史を紐解くと、そこには豊かなイメージがあ
ふれている。しかし、現在の私たちの生活環境とは異なる場
で生まれた作品を鑑賞するとき、戸惑いや敷居の高さを感じ
ることもあるだろう。美しさ、面白さを味わおうとするときに、
ともすれば知識の習得が先行してしまいがちである。この講
習では一歩近づいて鑑賞するためのいくつかの視点を提示
し、ディスカッションをおこなうことで、より主体的な鑑賞活動
を目指す。

多田羅　多起子（人間社会科学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月23日 教諭
中・高「美術」教

諭
6,000円 12人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503681号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】体力向上と健康の維持増
進における基礎的・応用的知識

現在，わが国の子どもの体力低下や健康の維持増進が喫
緊の課題になっている。そのような背景の中，以下の3点か
ら講習内容を概説する。
①体力・運動機能に係る基礎的・応用的知識について解説
する。
②健康・安全の管理と予防に関する基礎的・応用的知識に
ついて解説する。
③子どもの発育発達の特徴と有効な運動指導について解
説する。

上田　毅（人間社会科学研究科教授）
黒坂　志穂（人間社会科学研究科准教授）
柳岡　拓磨（人間社会科学研究科助教）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月23日 教諭
中・高「保健体

育」教諭
6,000円 50人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503682号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】人間生活（家庭科）教育
学の最新事情－衣生活・住生活
－

この講習は，衣生活と住生活の２分野の内容を説明します。
衣生活分野では，アパレル製品の企画と設計の過程につい
て，基本的で重要な項目の復習を含めて概説します。住生
活分野では，健康で安全な住環境と環境に配慮した生活行
動について，講義と実験を行って説明します。

村上　かおり（人間社会科学研究科教授）
高田　宏（人間社会科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月23日 教諭
中・高「家庭」教

諭（小学校教諭も
可）

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503683号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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対象職

種
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広島大学
【選択】東西の倫理思想を見つめ
なおす

本講習では、中学社会科、高校公民科「倫理」を視野に入
れつつ、教科書的な記述とは少々異なる角度から、東西の
倫理思想を見つめなおす。まず前半では、戦前の倫理学
者・西晋一郎を取り上げる。西は、西洋哲学のみならず、仏
教や中国思想からも深い影響を受けている。西の思想を通
して、東洋の伝統思想を見つめなおす。後半では、ニーチェ
を取り上げる。彼は、キリスト教やプラトン主義をはじめとす
る西洋の伝統思想の本質は「ニヒリズム」であると批判し
た。彼のニヒリズム論を通して、西洋の伝統思想を見つめな
おす。

衛藤　吉則（人間社会科学研究科教授）
後藤　雄太（人間社会科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月25日 教諭
中「社会」・高「公

民」教諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503684号

082-424-6374
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】最新神経内分泌学及び遺
伝学

前半の3時間は、生活リズムや睡眠調節など、特に神経内
分泌学から見た生体の恒常性維持機構について概説する。
後半の3時間は、遺伝学技術・顕微鏡技術の基礎と発展、さ
らにそれによる研究の進展や社会への影響を概説する。

浮穴　和義（統合生命科学研究科教授）
佐藤　明子（統合生命科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月25日 教諭
中・高「理科」教

諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503685号

082-424-6316
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】発達障害児の理解と支援

本講習では、学習障害、注意欠如・多動症、自閉スペクトラ
ム症などといった発達障害のある幼児児童生徒の心理・生
理・病理的特性の基礎的事項を紹介するとともに、その特
性に応じた個別の支援やインクルーシブ教育の観点による
学級集団における支援の在り方、さらに、特別支援学校や
医療・福祉機関等との有機的な連携の在り方について、ディ
スカッションや講義等を通じて考える。

川合　紀宗（人間社会科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月25日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高・特
支教諭，養護教

諭
6,000円 84人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503686号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】小学校の教育・研究（国
語科・外国語活動および外国語
科）に関する最新情報

・国語科における〔知識及び技能〕のうち，文字に関する事
項と書写に関する事項に焦点を当てて，現状の課題を踏ま
えながら講義演習する。
・外国語活動及び外国語科の指導について，これまでの課
題を踏まえながら講義，演習を行う。

松本　仁志（人間社会科学研究科教授）
松宮　奈賀子（人間社会科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月27日 教諭 小学校教諭 6,000円 80人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503687号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】現代社会の倫理を考える
－応用倫理学入門－

この講習では，最初に倫理学全般における応用倫理学分野
の成立背景や学的位置づけについて簡潔に説明し，それを
ふまえたうえで，具体的な議論をいくつか紹介しながら，応
用倫理学の基本的な問題意識と研究方法の構造を解説す
る。複雑でとらえがたい社会現象を「倫理」という視点からみ
ることの重要性を認識してもらうことが本講習の大きな目的
である。

畠中　和生（人間社会科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月27日 教諭
中「社会」・高「公

民」教諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503688号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】”意味のつながりがある活
動で学ぶ”知的障害のある児童
生徒の授業づくり

知的障害のある児童生徒の教育では，実生活で生かす（実
現する）教育を追求してきた。意味のつながりのある活動に
より学ぶことでもある。しかしながら，活動することが目的と
なっていないか，何を学んでいるのかを明確にすべきではな
いか等の指摘を聞くこともある。知的障害特別支援学校の
教科別の指導による授業が話題となっている今の時期だか
らこそ，意味のあるつながりがある活動で学ぶ授業づくりに
ついて実践的に検討する。

竹林地　毅（人間社会科学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月28日 教諭
小・中・高・特支

教諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503689号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】くらしに役立つ先端化学

シリコーン、弱い相互作用による機能性材料、フリーラジカ
ル、計算科学など、最先端化学のトピックスをわかりやすく
解説します。高校・中学校の教員に、環境調和型科学技術
としての化学の役割について説明する講習です。

大下　浄治（先進理工系科学研究科教授）
池田　篤志（先進理工系科学研究科教授）
駒口　健治（先進理工系科学研究科准教授）
石元　孝佳（先進理工系科学研究科教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年8月30日 教諭
中・高「理科」教

諭
6,000円 30人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503690号

082-424-7516
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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広島大学
【選択】少人数で議論しながら組
み立てる数学

主として，ロシアで作成された中学生向けの数学問題集を
テキストとし，10名以内の少人数で議論をしながら問題を解
決していく。予備知識は必要としない。受験数学などとは無
縁の本来の数学の面白さを体感できる優れた問題が集めら
れたテキストである。主体的かつ対話的に取り組める受講
生を期待する。なお，明日の授業にすぐに役に立つといった
内容ではありません。

寺垣内　政一（人間社会科学研究科教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年8月31日 教諭
中・高「数学」教

諭
6,000円 10人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503691号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】教育におけるデータサイ
エンス入門

データサイエンスやAIが社会の在り方を大きく変え，社会の
あらゆる分野で関わってくると言われています。この講習で
は，教育における問題を分析・発見するためのデータサイエ
ンスを体験します。対象として，小・中・高，文理教諭を問わ
ず，エクセルを使ってできるだけやさしく体験することとしま
す(とくにエクセルに関する事前知識は必要としません)。学
習を改善することや学習に生かすための見方・考え方を学
びます。

田中　秀幸（人間社会科学研究科教授）
長松　正康（人間社会科学研究科教授）
橋本　淳也（人間社会科学研究科特任助教）
盛口　裕貴（人間社会科学研究科特任助教）

広島県東広島
市

6時間 令和3年9月4日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 18人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503692号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】聴覚障害児童生徒に対す
る生活環境を想定したきこえの評
価

聴覚障害のある児童生徒にむけて適切な学習環境を提供
するためには，教師が彼らのきこえの状態を把握しておくこ
とが重要となる。本講習では，聴覚障害児童生徒に対して
実施される種々の聴力検査のうち，音場での聴力検査と語
音聴力検査の方法について解説する。これらの聴力検査に
関する講義と演習をとおして，生活環境を想定したきこえの
評価について体験的に理解を深めることをねらいとする。

林田　真志（人間社会科学研究科准教授）
広島県東広島
市

6時間 令和3年9月4日 教諭
特別支援学校
（学級）教諭

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503693号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学 【選択】武道・ダンス指導の在り方

本講習では，２名の講師が，柔道，ダンスの各専門分野の
視点から，中学校・高等学校の授業づくりに求められる知見
を紹介し，実技研修を行う。柔道では，基本動作・応用動作
の習得及び安全管理，伝統文化としての柔道を考察する。
ダンスでは，実践を通して内容と方法の理解を深め，多角
的視点から捉え直す。

出口　達也（人間社会科学研究科教授）
黒坂　志穂（人間社会科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年10月2日 教諭
中・高「保健体

育」教諭
6,000円 50人

令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503694号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学
【選択】小学校の教育・研究（図
画工作科・体育科）に関する最新
情報

本講習では、小学校の図画工作科・体育科に関して、現場
における今日的な問題を共有しながら、授業づくり・教材づく
りの実際について考えていく。それぞれの教科における最
新の動向を踏まえつつ、事例研究や実技を通して、指導案
の作成、教材の解釈と構成、評価方法の工夫などを行う。

木原　成一郎（人間社会科学研究科教授）
中村　和世（人間社会科学研究科教授）
池田　吏志（人間社会科学研究科准教授）
大後戸　一樹（人間社会科学研究科准教授）

広島県東広島
市

6時間 令和3年10月23日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和3年4月18日～
令和3年5月28日

令03-
10069-
503695号

082-424-6723
https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

徳島大学
【選択】共通テスト時代の科学リ
テラシーと思考力

現代科学の進展にも関わらず，旧来の常識さえもたない人
たちが増えている。特に健康に関する分野ではエセ科学知
識が氾濫しており，リテラシー教育の必要性も増している。
一方で，共通テスト導入で理科では思考力重視に大きく舵
を切り，深い思考力も育成しなければならない。雑多な情報
に惑わされずにリテラシーを強化しつつ思考力を伸ばすこと
を目標に，保健体育・社会など，教科・科目の枠を越えた理
科教育について考える。

真壁　和裕（大学院社会産業理工学研究部　教
授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月10日 教諭 高校教諭 6,000円 16人
令和3年4月16日～
令和3年6月16日

令03-
10071-
503222号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学 【選択】国語辞書の利用方法

意味が分からない言葉が出てきたら生徒には辞書を引かせ
る。そして文脈に合った意味を考えさせる。では，辞書が間
違っていたらどうなるのか。辞書に限らずあらゆる文献資料
は批判的な目を持って利用しなければならない。辞書を生
徒に引かせるのなら，生徒に批判的な目を持たせるかどう
かは別としても，教師の側には批判的に辞書をみる力が要
求される。本講座では，辞書の作られ方から始めて，それを
批判的な目を持って利用する方法を講じる。

堤　和博（大学院社会産業理工学研究部　教
授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年7月30日 教諭
小学校教諭,中学
校（国語）教諭,高

校（国語）教諭
6,000円 15人

令和3年4月16日～
令和3年6月16日

令03-
10071-
503223号

088-656-7372
(内線： 7180)

http://www.tokushima-
u.ac.jp
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徳島大学
【選択】アルゴリズムの世界　ー
お遍路は一番札所から順番に八
八番札所に巡るのが最適か？ー

アルゴリズムとは，問題を解くための手順を定式化した形で
表現したものであり，プログラミングには必須の知識であ
る。なぜならば，問題によっては解が求まらない場合もある
し，解は求まるが膨大な計算時間がかかる場合もある。つ
まり，アルゴリズムの知識がないと，解が存在しないのに解
が求まらないと悩むことになる。本講義では，プログラミング
に必要なアルゴリズムの世界について解説し，最終的には
お遍路の最適経路を考えてみる。

中山　慎一（大学院社会産業理工学研究部　准
教授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月1日 教諭

小学校教諭，中
学校教諭，高校
（工業・情報）教

諭

6,000円 15人
令和3年4月16日～
令和3年6月16日

令03-
10071-
503224号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学
【選択】たのしんで学ぶ！図画工
作・美術科における映像メディア
領域実践

小・中学校および高等学校において実践の難しい映像メ
ディア領域を簡単に実践するための資料集や実践のツール
などを共有し，手作業で映像作品が作成できるような実践を
中心に講習を行う。また，新学習指導要領における図画工
作および美術科の内容を確認するとともに，21世紀型のス
キルの概要など芸術を通した能力の獲得の枠組みを理解
する。

佐原　理（大学院社会産業理工学研究部　准教
授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月7日 教諭

小学校教諭,中学
校（美術）教諭,高
校（美術）教諭,特
別支援学校教諭

6,000円 15人
令和3年4月16日～
令和3年6月16日

令03-
10071-
503225号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学 【選択】工作する数学

身の回りの事柄には沢山の数学的な原理が隠されている。
今回はペーパークラフトや万華鏡を造る，繰り返し模様をデ
ザインする，簡単な計算道具を造るなどの工作を行って，そ
れらに潜む数学的な原理に触れることができるようにする。

大渕　朗（大学院社会産業理工学研究部　教
授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月7日 教諭

小学校教諭,中学
校（数学・理科・
美術）教諭,高校
（数学・理科・美

術）教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月16日

令03-
10071-
503226号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学
【選択】実習で学ぶﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛ
ｼﾞｰ，社会の中のﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

この講習では，バイオテクノロジーに関する実習と，関連し
た講義を行う。実習では，タンポポの葉からDNAを抽出し，
在来種・外来種および両者の雑種を，PCR法に基づいた
DNA分析により判定する。またバイオテクノロジーが身近で
利用されている例として，遺伝子組換え作物および生殖補
助医療・出生前診断について講義を行い，最後に参加者全
員でバイオテクノロジーについてディスカッションを行う。

渡部　稔（教養教育院　教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月20日 教諭

小学校教諭,中学
校（理科・技術）

教諭,高校（理科・
農業）教諭,特別
支援学校教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年6月16日

令03-
10071-
503227号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学 【選択】くらしを支える応用化学

私たちの生活や産業界において応用化学がどのようにかか
わり，貢献しているかについて紹介する。応用化学を４つの
カテゴリーに分け，有機化学分野からはグリーンケミストリー
について，高分子化学分野からは感熱応答性ポリマーにつ
いて，分析化学分野からは簡易分析法について，無機化学
分野からは半導体関連の開発・研究について，それぞれ最
新のトピックを交えて紹介する。

今田　泰嗣（大学院社会産業理工学研究部　教
授）
平野　朋広（大学院社会産業理工学研究部　准
教授）
水口　仁志（大学院社会産業理工学研究部　講
師）
村井　啓一郎（大学院社会産業理工学研究部
准教授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月21日 教諭
小学校教諭,中学
校（理科）教諭,高

校（理科）教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月16日

令03-
10071-
503228号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学
【選択】主権者教育の進め方と内
容－「政治リテラシー」の重要性

18歳選挙権が始まり，中・高校においても主権者教育が重
要視されている。選挙の仕組みや投票の手順など技術的な
知識もさることながら，政治の具体的な課題に対して関心を
持ち，知識を得て，主体的に行動ができる能力＝「政治リテ
ラシー」の獲得も重要である。この講習では，民主主義，平
和，憲法，ジャーナリズムなどの観点から，本質的な主権者
教育の進め方と内容について考え，あわせて教員が学校現
場で政治を教える際の基本的な原則を確認する。

饗場　和彦（大学院社会産業理工学研究部　教
授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月28日 教諭
中学校（社会）教
諭,高校（地理歴
史・公民）教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月16日

令03-
10071-
503229号

088-656-7372
(内線： 7180)

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

徳島大学
【選択】健康を維持するための栄
養学

近年栄養に関する研究が進み，栄養学に対する考え方や
実践方法が大きく変わりつつある。また，生活習慣病の対策
につながる食習慣等は，子供の頃から徐々に身につけなけ
ればならないともいわれている。そこで健康を支える基礎と
なる栄養学や生活習慣の基本的事項を最新の知見を含め
ながら基礎的知識を解説する。

髙橋　章（医歯薬学研究部　教授）
奥田　紀久子（医歯薬学研究部　教授）
酒井　徹（医歯薬学研究部　教授）
奥村　仙示（医歯薬学研究部　講師）
馬渡　一諭（医歯薬学研究部　講師）
上番増　喬（医歯薬学研究部　特任助教）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月16日

令03-
10071-
503230号

088-656-7372
(内線： 7180)

http://www.tokushima-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知大学
【選択】塑造の基本－粘土による
造形から石膏取りまで－

塑造は、素材の性質上、学校教育現場の中でも扱われにく
い領域です。しかしながら、粘土という可塑性素材は、造形
活動をする上でとても魅力的な素材であります。今回の講
習では、塑造の基本について確認し、学校教育現場で役立
つ教授手法を学びます。

阿部　鉄太郎（教育学部准教授） 高知県高知市 6時間 令和3年6月19日 教諭
中学校・高等学
校　（美術担当）

教諭
6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年4月23日

(備考　4/16は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503082号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】木工芸・工作の基本と小
品制作

図画・工作、美術・工芸関連の選択領域である本講習は、
工作、工芸の領域の中で、木を素材とした課題を扱い、小品
の制作を行う。
木材による工作・工芸にとって最低限必要な道具（主に彫刻
刀）の使用法をマスターし、既存の教材ではなく、自身が
「木」を使った工作の課題を考える際のヒントになる課題を
制作することが目標である。持参品は彫刻刀、スケッチブッ
ク、鉛筆等。工作作業に適した服装での受講をお願いしま
す。作品は当日返却します。
尚、本講座は「主な受講対象者」のみ受講可能です。

吉光　誠之（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和3年6月19日 教諭

小学校・中学校・
高等学校　（図画
工作・美術・工芸

担当）教諭

6,000円 6人

令和3年4月16日～
令和3年4月23日

(備考　4/16は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503083号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】地域の農業生産技術と資
源

高知県に特徴的な園芸および畜産の生産現場 (温室ハウ
スおよび牛舎) での実習、家畜の増頭に関わる動物バイオ
テクノロジーに関する実技、および地域資源・社会について
の講義を行う。家畜の飼養現場での実習を実施するため、
主な受講対象者以外の受講は受け入れない。

松川　和嗣（農林海洋科学部准教授）
増田　和也（農林海洋科学部准教授）
山根　信三（農林海洋科学部講師）

高知県南国市 6時間 令和3年7月3日 教諭
高等学校（農業

担当）教諭
6,000円 15人

令和3年4月16日～
令和3年4月23日

(備考　4/16は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503084号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】初めてのダンス・表現・
フィットネス

初めて子どものダンスや身体表現にトライされる初心者の
方を想定した入門向け講習会です。障害児童を含めた子ど
ものダンス・身体表現に関する基礎知識の確認と、文部科
学省の動向などを踏まえた情報を提供させていただきます。
さらに、健康づくりを目的としたフィットネスを行い、心身の健
康づくりを担う養護教諭の職務にも役立つ講座です。1限目
は講義、2限目以降は実技です。冷暖房エアコン完備のダン
ス室にて実技は行います。室内シューズ・水やタオル・筆記
用具を持参して受講ください。

常行　泰子（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和3年8月12日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・中
学校・高等学校
（保健体育担当）
教諭、特別支援
学校教諭、養護

教諭

6,000円 12人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503085号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】日本画を描いてみよう

高知県産の和紙と日本画の描画材である水干絵具を用い
て制作を行います。水干絵具は水の分量によって見え方が
違います。そういった水干絵具の特徴をつかみながら、下塗
りの効果を活かしたみずみずしい作品になるように制作して
いきます。鉛筆デッサンに必要な道具とボールペン（黒色以
外）をご持参ください。その他の材料・道具等はこちらで準備
いたします。また制作を行いますので汚れても良い服装で
受講してください。

野角　孝一（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和3年8月24日 教諭
中学校・高等学
校（美術担当）教

諭
6,000円 10人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503086号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】音楽解剖学講座～諸要
素の研究と楽曲分析【実践編】

これまで開講していた「音楽解剖学講座～諸要素の研究と
楽曲分析」では、メロディ、リズム、ハーモニーから音階、形
式、音楽と言葉の関わり等、多様な観点により西洋音楽、日
本伝統音楽、童謡唱歌、ポピュラー音楽、現代音楽までを解
剖していきました。実践編では、それらの内容を発展させ、
授業等に活かす具体的なアイデアを示したり、実際に音楽
づくりを体験していただいたりする等、講義と演習を合わせ
た内容を予定しています。

前田　克治（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和3年8月24日 教諭
小学校・中学校・
高等学校（音楽

担当）教諭
6,000円 15人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503087号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知大学
【選択】剣道授業のつくり方（剣道
指導法）

平成24年度から義務教育において武道の必修化が始まっ
た。それを受けて、教育現場ではどのような武道の授業をつ
くるかが求められている。本講習では以下の①～④にポイ
ントを絞り、理論と実習形式で講習を展開する。①剣道授業
の特性、②剣道の専門知識の修得、③剣道の基本技術の
習得、④剣道授業のつくり方。剣道具はすべて貸与。剣道
未経験者の受講も支障なし。運動できる服装と筆記用具の
み持参のこと。

矢野　宏光（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和3年8月24日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校（保健
体育担当）教諭

6,000円 15人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503088号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】電気回路設計，計測・制
御のプログラミングにおける教材
開発

中学校技術・家庭技術分野及び高等学校工業（電子・情報）
分野における授業づくりについて，教材・教具の開発に視点
をあてて講習を行います．最初に，技術分野における教材・
教具の在り方について解説します．次に、PCを用いた計測・
制御教材を取り上げ，使用方法，取得したデータに基づく電
気回路の設計学習及び計測・制御のプログラミング学習に
ついて解説していきます．さらに，この教材・教具を用いた授
業展開について検討を行い，科学的なものづくり学習の在り
方を追求していきます．

道法　浩孝（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和3年8月25日 教諭
中学校・高等学
校（技術科・工業

担当）教諭
6,000円 12人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503089号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】メンタルトレーニングの基
礎を学ぶ（運動・スポーツの心理
学）

本講習担当者は、これまで一貫して「心と身体のつながり」
に焦点をあてた実践的な研究を展開してきた。近年はオリン
ピック選手のメンタルサポートを担当している。本講習では、
スポーツ・武道競技選手が試合場面で自己の持つ力を十分
に発揮するために求められる心理的要素は何か、またより
効果的で効率の良い練習やチームづくりを行うためには、ど
のような心理的方法論を用いるべきか等の内容について講
義を行う予定である。課外活動指導のみならず、学校生活
における指導全般に適用可能な講義内容といえる。

矢野　宏光（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和3年8月25日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校　教諭

6,000円 30人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503090号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】器楽指揮法
指揮法の基本動作と、授業で器楽合奏に取り組む際の表現
に沿った振り方や演奏側目線の指揮について考察し、実演
を交えて講習する。

梶原　彰人（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和3年8月27日 教諭
小学校・中学校・
高等学校（音楽

担当）教諭
6,000円 8人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503091号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】保育の場で応用できる基
礎的なカウンセリングの考え方

さまざまなカウンセリングの理論の中から、行動に焦点を当
てる考え方と感情に焦点を当てる考え方を紹介し、子どもや
保護者の行動を理解し支援する上でのカウンセリングの有
用性について講じる。また、カウンセリングの基本的な傾聴
の技法について解説し、ロールプレイを通して学ぶ場を設定
する。

玉瀬　友美（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和3年8月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭・養
護教諭・栄養教

諭
6,000円 50人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503092号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学

【選択】音楽授業ネタ＆常時活動
～心と身体で遊ぼう、アンサンブ
ルを楽しもう（Models for
Elemental Music in Orff
Schulwerk）

音楽科における常時活動とは、主として始業時、ごく短時間
（10分以内）で行う音楽活動を言います。一定期間、継続的
に行うことにより、音楽の基礎的・基本的な力をつけることを
ねらいとする活動です。音楽科の授業について悩んでいる
方、楽しい音楽科の授業づくりを学びたい方を対象に、面白
い音楽活動のネタを紹介します。実際の教育現場に役立つ
事例を整理し、音楽科の指導法や子どもの表現への援助に
ついて考えるきっかけとなるでしょう。

金　奎道（教育学部講師） 高知県高知市 6時間 令和3年9月11日 教諭
幼稚園・小学校・
特別支援学校

（音楽担当）教諭
6,000円 20人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503093号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知大学
【選択】小学校家庭科における
ICTの効果的な活用方法

社会の情報化の急速な進展に伴い、学校教育においても
ICTを活用した21世紀にふさわしい学校づくりが求められて
おり、授業においてはデジタル教材やデジタル教科書を念
頭においた学習方法の開発が重要であり、デジタルの特徴
を活かした学習教材の作成が教員に求められるスキルとい
える。さらに、GIGAスクール構想の実現により、児童一人一
台の端末が整備された。そこで、本講習では、家庭科授業
における電子黒板とタブレット端末の活用方法について概
説するとともに、タブレット端末を活用した授業について演習
を行う。

小島　郷子（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和3年9月11日 教諭 小学校　教諭 6,000円 10人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503094号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】世界の諸民族の音楽から
ポピュラー音楽への展開

20世紀に伝統・民族音楽をとりまく環境がマスメディアの発
展と相俟って、大きく変貌を遂げた。その実態の理解を目指
す。世界の諸民族の音楽から、韓国のサムルノリ、中国の
古典楽器と女子十二楽坊、インドネシアのガムランやケチャ
を紹介する。また、日本の事例として沖縄のポピュラー音楽
を取り上げる。映像や音源を視聴しながら、音楽のポピュ
ラー化について考察する。なお、携帯電話・スマホ以外で時
間を確認できるもの（腕時計等）を必ず各自で持参してくださ
い。

高橋　美樹（教育学部准教授） 高知県高知市 6時間 令和3年9月18日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校（音楽

担当）教諭

6,000円 18人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503095号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】植物を素描する

美術の実技としてデッサン力の養成を行う。改めて物を視る
姿勢を培いながら、各々の感性に基づき作品完成度を高め
る。自然物（植物）から造形的な美しや生命感等を捉え、作
品にそれらを反映させる。精神的及び創造的な要素をも追
求する豊かな作品に仕上げる。

土井原　崇浩（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和3年9月18日 教諭
中学校・高等学
校（美術担当）教

諭
6,000円 16人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503096号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】小学校理科の指導のヒン
ト

小学校で行われる理科指導について、学習指導要領をもと
にした理科授業の基本的な考え方の考察や、実際に実験
や観察を体験しながらの模擬授業を行ないます。これらの
講習を通して、具体的な理科授業実践のヒントを明確にして
もらいます。筆記用具、小学校学習指導要領解説・理科編
をご持参下さい。

中城　満（教育学部准教授） 高知県高知市 6時間 令和3年9月11日 教諭
小学校（理科担

当）教諭
6,000円 20人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503097号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】生徒のメタ認知活動を基
盤とした理科学習指導のあり方

新学習指導要領では、科学的な見方や考え方を働かせな
がら、メタ認知能力を育成する学習指導を計画的に取り入
れることとしています。本講義では、「メタ認知」を鍵概念とし
て、「動機づけ」、「学習方略」、「学力」の関係について明ら
かにし、さらに、生徒のメタ認知活性化の視点からアクティブ
ラーニング型理科授業の具体について提案します。

草場　実（教育学部准教授） 高知県高知市 6時間 令和3年10月30日 教諭
中学校・高等学
校（理科担当）教

諭
6,000円 10人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503098号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】小学校教員のための英語
発音トレーニング

この講習は，小学校の教員を対象としたもので，英語音声
理論の概略を学び，それを踏まえて，正しく発音できるよう
になるトレーニングを行う内容となっている。英語の音を正し
く聞き分ける，そして，産出する練習が中心となっている。し
たがってフォニックスなどの指導方法は本講習では扱わな
い。単音や音のまとまりを正しく発音できないとフォニックス
の指導などはできない。この講習は主な受講対象者のみ受
講可能です。

多良　静也（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和3年10月30日 教諭 小学校　教諭 6,000円 20人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503099号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】小学校探究型社会科学
習の理論と実践

H29版学習指導要領では、全ての教科において、「主体的・
対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善（アクティブ・
ラーニングの視点に立った授業改善）を推進することが求め
られている。本講座では、小学校社会科教育研究において
蓄積されてきた探究型学習の理論と実践を参照しながら、
小学校社会科授業で実現すべき「主体的・対話的で深い学
び」について考察する。

藤田　詠司（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和3年10月30日 教諭
小学校（社会担

当）教諭
6,000円 20人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503100号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知大学
【選択】中学校理科指導のヒント
（地学領域）

地学領域を深く学び、中学校理科での指導上のヒントに資
する。鉱物結晶が持つ規則正しい形状を観察すると共に、
Web教材「水の状態変化」等を利用し、固体・液体・気体に対
する原子レベルでの理解を深め、授業に活用される可能性
を探る。また，地球や月・惑星の様子を立体的に表示するこ
とのできる教材「ダジック・アース」について学び、授業に活
用される可能性を探る。

赤松　直（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和3年12月11日 教諭
中学校（理科担

当）教諭
6,000円 16人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503101号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】小学校・図画工作科にお
ける指導上のポイント

図画工作にかかわる教員向けの基礎的な造形演習を交え
ながら、図画工作教育についての講義をおこないます。ま
た、日本の美術教育及びドイツの造形教育における具体的
な教育内容に触れながら、図画工作教育における指導上の
ポイントについて考察します。鉛筆（４Ｂ）、水彩絵具一式、
はさみ、カッター、コンパス、のり、定規（３０cm）を持参してく
ださい。本講習は、小学校教諭免許状取得済の方を対象と
した内容です。

金子　宜正（教育学部教授） 高知県高知市 6時間 令和3年12月11日 教諭
小学校（図画工
作担当）教諭

6,000円 18人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503102号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】野外歴史劇とローンボウ
ルズをとおして考えるイギリス帝
国史

20世紀初頭にイギリスを中心に地域おこしイベントとして開
催ブームの様相を呈した野外歴史劇（パジェント）と、数百年
にわたってイギリス人の娯楽として親しまれ19世紀以降のイ
ギリス帝国の展開とともに世界各地に広まったローンボウ
ルズをとおして、イギリス帝国=コモンウェルス史の概要を紹
介しながら、そうした素材が研究／教育に活用できる可能性
や西洋史研究の着眼点などについて論じる。

川本　真浩（人文社会科学部教授） 高知県高知市 6時間 令和3年12月11日 教諭
中学校・高等学
校（社会・地理歴

史担当）教諭
6,000円 12人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503103号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】養護－子どもが発する身
体的・精神的サインへの対処法
－

本講座では、子どもの心と体にかかわる、１.思春期精神疾
患、２.応急処置、３.食育の３テーマについて、最新情報を交
えた講習を行なう。
１.は、自閉スペクトラム症、うつ病、食行動異常など児童・思
春期精神疾患について学習し、児童の心と行動に関する知
識と広い視野をもつことを目標とする。
２.は、アレルギー疾患、痙攣性疾患、心疾患などの基礎疾
患を有する児童に対する応急処置を中心に学習することを
目的とする。
３.では、最近の食育活動の現状について地域内での多職
種連携を図っている身近な事例を中心に紹介する。

久保田　賢（農林海洋科学部教授）
久川　浩章（医学部准教授）
永野　志歩（高知医療センター　児童精神科科
長）

通信教育 6時間
令和3年7月1日～
令和3年7月31日

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校　養護

教諭
6,000円 48人

令和3年4月16日～
令和3年4月23日

(備考　4/16は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503104号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】数理の世界

本講習では整数についての基本的な性質や、現在までに知
られている様々な話題について学ぶ．可能な限り演習をとり
入れて受講者が聞くだけではなく実際に紙と鉛筆を使い、手
を動かして計算することで理解を深めるよう配慮したい．

佐藤　淳郎（教育学部教授） 通信教育 6時間
令和3年7月1日～
令和3年7月31日

教諭
高等学校（数学

担当）教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年4月23日

(備考　4/16は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503105号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】家庭科の学びとジェン
ダー平等

グローバル化が進む中で、日本の家族・家庭・家庭生活は、
ジェンダー平等、多文化共生、少子高齢化などを考慮した、
あたらしい経営が必要になっている。本講義では、学習指導
要領（家族・家庭生活）をふまえ、国際的な視野をもちつつ、
家庭科においてどのような視点をもった授業が求められる
のかを考える。

森田　美佐（教育学部教授） 通信教育 6時間
令和3年7月1日～
令和3年7月31日

教諭
中学校・高等学
校（家庭科担当）

教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年4月23日

(備考　4/16は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503106号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】小児の発達障害、ワクチ
ンおよび検尿を通した健康教育

小児科領域で大切な、以下の3点について講義を行いま
す。１．小児の発達障害(自閉症スペクトラム障害、多動注
意欠損障害等含む)の診断、対処方法などにつて概説しま
す。２．小児期にぜひとも受けていただきたいワクチン(予防
接種)の種類とその意義について概説します。３．学校検尿
の意義と問題点、尿検査をとおした生涯健康教育について
概説します。

藤枝　幹也（医学部小児思春期医学教授）
久川　浩章（医学部准教授）
脇口　朋子（医学部臨床教授(称号付与)）

通信教育 6時間
令和3年7月1日～
令和3年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人

令和3年4月16日～
令和3年4月23日

(備考　4/16は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503107号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知大学
【選択】農業基盤整備のための基
礎科学

○農業に必要な土壌中の水について，土壌構造，保水性，
透水性の観点から考える．
○近年の農業水利施設の老朽化や維持管理上の課題につ
いて，建設材料の観点から学ぶ．
○健全な水資源・水環境の整備に関する知識・技術につい
て，近年の調査研究事例を交えて解説する．
○ダム・ため池・堰・水路など各種農業水利施設の設計理
論の基礎となる静力学を用いて，身近な構造物の設計プロ
セスを学ぶ．

佐藤　泰一郎（農林海洋科学部准教授）
佐藤　周之（農林海洋科学部教授）
齋　幸治（農林海洋科学部准教授）
松本　伸介（農林海洋科学部教授）

通信教育 6時間
令和3年7月1日～
令和3年7月31日

教諭
高等学校（理科

担当）教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年4月23日

(備考　4/16は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503108号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】統計学の基礎

高等学校新学習指導要領の「データの分析」、「統計的推
測」の背後にある統計推測と検定の基礎について学びま
す。母集団と標本、統計的推測の概念を導入し、標本調査
及び推定量の良さの概念について考えます。この過程で、
推定量の性質を調べます。また、統計的な仮説検定につい
て、その方法と棄却域を決めるための原理について学びま
す。講習では、推定、検定の手法の背後にある理論につい
ても紹介を行います。

野村　昇（理工学部教授） 通信教育 6時間
令和3年7月1日～
令和3年7月31日

教諭
高等学校（数学

担当）教諭
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年4月23日

(備考　4/16は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503109号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】身の回りの現象を数学を
用いて解析する

身の回りに起こる現象について、実験を通してデータを集
め、数式化し、それを数学的に解くことにより現象を解析す
るといった数理モデル化の手法について取り扱う。数理モデ
ルに関する理論的な取り扱いやその方法、考察に関する内
容を主として取り扱う。具体的な例はあまり扱わないが、大
学生が実施した数理モデル化やそれを用いた考察例などを
一部紹介する。

加納　理成（教育学部　講師） 通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭
中学校・高等学
校（数学担当）教

諭
6,000円 20人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503110号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】中高等学校理科指導のヒ
ント（化学領域）

化学領域を深く学び、中学校及び高等学校理科での指導上
のヒントに資する。化学領域では、化学物質に関する理解を
深めることを目的とし、身近な材料を使った実験（動画）と講
義を行い、「物質の姿」、「状態変化」等に関連した内容を学
習する。実験動画を通じて、基礎的概念を習得することを狙
いとすると共に，教材として活用される可能性を探る。

西脇　芳典（教育学部准教授） 通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭
中学校・高等学
校（理科・化学等

担当）教諭
6,000円 16人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503111号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】中学校理科指導のヒント
（生物領域）

中学校生物分野における、無脊椎動物の身体のつくりと働
きを取り上げる。身近な教材の候補として、“食卓にあがる
生物”を例に、観察と実験についての映像を視聴しながら、
生物の多様性と生態系における生物の役割を理解する。

伊谷　行（教育学部教授） 通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭
中学校（理科担

当）教諭
6,000円 18人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503112号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】歴史から理解する古典文
法

生徒の古典嫌いの要因の一つに「暗記することが多い」こと
が挙げられるが、古文の読解に最低限の知識が必要とされ
るのも確かである。本講習では、動詞・形容詞・助動詞の活
用などの暗唱に頼りがちな項目を対象として、その由来を遡
り、あるいは古典文法以降の展開を追うことにより、無味乾
燥な文法事項を「覚えずに理解する」方法を考えていきた
い。

北﨑　勇帆（人文社会科学部講師） 通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭
中学校・高等学
校（国語担当）教

諭
6,000円 30人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503113号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】限局性学習症(旧学習障
害)の類型判断と指導

学校教育法第72 条の改正により自立活動の目標は「障害
による学習上又は生活上の困難の改善・克服」に改めら
れ、「学校の教育活動全体を通じて行う自立活動の指導に
ついては，自立活動の時間における指導と各教科等の指導
との密接な関連を保つ」ことが必要とされた。そこで、本講習
では、限局性学習症(旧学習障害）の通級による指導につい
て、「通級による指導の自立活動」と「通常級での教科指導」
との連携を学習する。

寺田　信一（教育学部教授） 通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校（特支
学級・通級担当）

教諭

6,000円 50人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503114号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知大学
【選択】文章を読むための日本語
文法

国語の授業で扱う「学校文法」は、日本語母語話者を対象と
した文法です。一方で、外国人を対象とした日本語教育で用
いられる「文法」もあり、こちらは文章の理解に役立ちます。
例えば、「は」と「が」の使い分け、「ようだ」と「らしい」の違い
などです。本講義ではこうした文法の中からいくつかを取り
上げ、教科書教材を例に「読解にどう使えるのか」をお話し
したいと思います。なお、中学校教科書が中心になります
（小学校教材のリクエストがあれば、申し込みの際のアン
ケートに記載してください）

岩城　裕之（教育学部准教授） 通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校（国語

担当）教諭

6,000円 40人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503115号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】森林バイオマスの利用

森林には木材を生産する機能があります。これらは、森林
バイオマスと呼ばれる有益な資源です。本講義では、森林
バイオマスの利用に焦点をあてて、講義を行います。具体
的には、木材の組織・成分および物理的特徴に関する講
義、木材中の主要成分であるセルロースおよびその利用に
関する講義、さらにエネルギー利用に関する講義を行う予
定です。この講義により、森林バイオマスの循環利用を理解
できることを目標とします。

市榮　智明（農林海洋科学部教授）
市浦　英明（農林海洋科学部准教授）

通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭
中学校・高等学
校（理科・農業担

当）教諭
6,000円 20人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503116号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】保育者のキャリア形成と
保育実践について考える

本講座は、幼稚園教諭免許状所持者を対象としている。こ
れまでの保育者としての自身の仕事や生活を振り返ること
で、どのようにして保育者としての能力を身に付けてきたの
か、そして今後も身に付けていくのかを探っていく。また、新
任保育者への指導方法や園内研修の方法、地域の子育て
支援等について、事例をもとに新しい知見を得る。

川俣　美砂子（教育学部准教授） 通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭 幼稚園　教諭 6,000円 30人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503117号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】中高数学科における問題
解決の授業を目指して―今日的
な授業改善の方向性―

本講習では中高数学授業において，新学習指導要領が求
める授業像の具体を，「問題解決」を切り口に検討します。
生徒達に今求められる資質・能力とは何か？数学授業で
「主体的・対話的で深い学び」をどのように実現するか？全
国学力・学習状況調査の結果や大学入学共通テスト（新テ
スト）の動向等も踏まえながら，今日的な授業改善の方向性
を具体的に解説します。なお，本講習では中学数学，高校
数学の両教材を扱いながら展開します。

服部　裕一郎（教育学部講師） 通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭
中学校・高等学
校（数学担当）教

諭
6,000円 20人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503118号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】肥満症・糖尿病・喘息・イ
ンフルエンザ・性行為感染症・HIV
について

子供に起こる内分泌代謝疾患につき概説し、過食や運動不
足を背景として発症が増加している肥満症、糖尿病の予防
についても解説を加えます。呼吸器は外界とつながり有害
物質などの影響をうけやすい器官です。喘息、インフルエン
ザ、結核など子供に関係する呼吸器疾患、喫煙の害につい
て解説します。増加している性行為感染症およびHIVについ
て概説し、性行動が活発化した背景、および効果的な予防
教育などについても解説します。

大西　広志（医学部講師）
平野　世紀（医学部内分泌代謝・腎臓内科　助
教）

通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503119号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】英語文学作品で学ぶ言葉
と社会

本講義では、様々な英語文学作品（抜粋）の原文と翻訳を
読み、比較する。その目的の1つ目は、英語の読解力を養う
と同時に、英語と日本語の特徴や文学作品を原文で読むこ
との意義を考えることである。2つ目の目的は、文学作品を
読む、言い換えれば、解釈するとは如何なることかを考える
ことにある。さらに、英米の歴史や文化についての知識を養
う

長谷川　雅世（教育学部講師） 通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭
中学校・高等学
校（英語担当）教

諭
6,000円 20人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503120号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知大学
【選択】平等･自由･権利･伝統の
教え方

公民教育は小学校の高学年からスタートします。公民教育
の基本となるのは権利･平等･自由･義務などの概念です
が、とくに小学生にそれらの概念を教えるさいには、それら
がどのような概念であるかを教師の側があらかじめ正確に
理解している必要があります。この講義では、あわせて、そ
れらの概念を具体的にどのように教えたらよいかの考察を
おこないます。中学･高校における公民教育の参考にもして
いただける講義を予定しています。

原崎　道彦（教育学部教授） 通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校（社会
科担当）教諭

6,000円 40人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503121号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】情報社会の地理学：交
通・通信の役割を考える

グローバル化、情報社会の進展により、人々のグローバル
な移動、多国籍企業の展開など様々な変化がみられる。本
講習では、現代社会を支える交通・通信の役割を中心に学
び、交通・通信が人口分布や経済立地などの地理的諸事象
に与える影響を考察する。また、特定の地域をとりあげ、交
通・通信の役割を踏まえた動態地誌的な考察方法について
検討する。

佐竹　泰和（教育学部講師） 通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭
中学校・高等学

校（社会、地理歴
史担当）教諭

6,000円 20人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503122号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】数学をつくる活動をめざし
た算数の教材開発と学習指導

最近の算数学習指導の研究では、教材研究が疎かになっ
ている。しかし、子どもの主体的・対話的で深い学びを実現
する授業実践のためには、教材研究こそ、小学校教師の最
重要課題である。確かな教材研究を行うためには、まず小
学校教師が数学をつくる活動を体験することが必須である。
本講習では、具体的な教材開発を通して、数学をつくってい
く過程を受講生に体験させ、数学的見方・考え方を体得させ
る。

中野　俊幸（大学院総合人間自然科学研究科
教職実践高度化専攻　教授）

通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭 小学校　教諭 6,000円 25人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503123号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】生活と健康

本講義では喫煙、飲酒などのライフスタイルと健康との関連
性を明らかにし望ましいライフスタイルについて理解を深め
るとともに、それらの知識を児童・生徒が自らの生活に生か
し生活の質を高めることを目的とする。また、心肺蘇生や熱
中症への応急処置についても学習する。

幸　篤武（教育学部講師） 通信教育 6時間
令和3年9月1日～
令和3年9月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
高等学校（保健
体育担当）教諭・
養護教諭・栄養

教諭

6,000円 30人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503124号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】『論語』解釈と絶句鑑賞

前半は、『論語』の読み方を示した上で、二つの章を取り上
げ、順に要点を押さえて読んでいきます。後半は、絶句の特
色や読み方を示した上で、有名な絶句を3首取り上げ、順に
分析し鑑賞していきます。

玉木　尚之（教育学部教授） 通信教育 6時間
令和3年9月1日～
令和3年9月30日

教諭
中学校・高等学
校（国語担当）教

諭
6,000円 24人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503125号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】小学校体育のこれからの
取り組み

学習指導要領が改訂され、体育の授業について、これまで
の体育を概観しながら、これから目指される学習について、
学修していく。また「よい体育授業」や教材づくりについても
学習していく。小学校教諭で体育が不得手であったり、体育
授業をよくしたいと考えている先生方は歓迎します。

宮本　隆信（教育学部准教授） 通信教育 6時間
令和3年9月1日～
令和3年9月30日

教諭
小学校（体育担

当）教諭
6,000円 25人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503126号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】国民福祉の経済学：歴史
的考察～日本の現状

基本的な経済学の概念と知識の習得を目指す。具体的に
は、需要や供給はどのような仕組みを持つのか、需要と供
給とが出会う市場はどのような構造を持つのか、という点に
関する基本的な考察を行う。次いで、そのような市場取引に
よって決定される経済状態と社会の厚生・福祉との関係（過
去～現代理論）を検討してゆく。

山崎　聡（教育学部准教授） 通信教育 6時間
令和3年9月1日～
令和3年9月30日

教諭
中学校・高等学
校（社会・公民担

当）教諭
6,000円 25人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503127号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】農芸化学に繋がるSDGs

SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開
発目標）」の略称で、国連が2030年までに達成すべき国際
目標である。掲げられた17の目標うち「貧困や飢餓をなくす」
などは農学と密接に関係している。本講義では生物材料科
学、土壌環境学、植物病理学および植物生育環境学の視
点から「農芸化学に繋がるSDGs」について解説する。

康　峪梅（農林海洋科学部教授）
芦内　誠（農林海洋科学部教授）
木場　章範（農林海洋科学部教授）
森塚　直樹（農林海洋科学部准教授）

通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
中学校・高等学
校（理科・農業担

当）教諭
6,000円 50人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503128号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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高知大学 【選択】健康と看護

本講義では、最近の医療や看護の動向から人々の健康に
影響を与える諸因子について理解を深める。また、健康な
生活を送るための医療者の役割や支援について考える。さ
らに、よりよい看護実践を行うために看護の中核概念につ
いての知見を深め、実践への適応について考える。

松本　智津（医学部看護学科　准教授）
笹岡　晴香（医学部看護学科　准教授）
大坂　京子（医学部看護学科　教授）
齋藤　美和（医学部看護学科　講師）

通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
高等学校（看護）

教諭
6,000円 10人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503129号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】近年の日本近世史研究と
歴史教育

日本近世史の近年の研究動向を紹介します。キーワードと
しては、「ドラマ」、「女性」、「書物」、「災害」などを挙げること
ができます。これらの言葉を切り口として、最新の研究成果
について考えながら、歴史教育との関連を検討していきま
す。

望月　良親（教育学部講師） 通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
中学校・高等学
校（社会科・日本

史）教諭
6,000円 50人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503130号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】ヒトはどのようにして生き
ているか

生物では、体内・体外の環境の変化に応じて、生体内部環
境の恒常性（ホメオスタシス）が維持されている。恒常性とは
動的な平衡状態を意味しており、フィードバック機構や適応
など、生体には恒常性を維持するための巧妙な仕組みが備
わっている。本講義では、主に生命の維持に必須な植物性
機能を中心に、生体内部環境の恒常性維持機構について
学習し、ヒトが生きる仕組みについての理解を深める。

有川　幹彦（理工学部准教授） 通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
中学校・高等学
校（理科・生物担

当）教諭
6,000円 30人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503131号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】現在の水産学（病理、育
種分野）

本講義は二本立ての内容である。午前と午後で水産学に関
する異なる研究分野について、現在行われている最新の研
究内容を紹介、概説する。
１～2限では水族病理分野の話として、養殖場や河川等で
流行している感染症を挙げ、その問題点と課題、新たな取り
組みについて概説する。
3～4限では魚介類の品種改良について、「ゲノム編集」など
の例を挙げ、その原理、作成方法、期待される効果、問題
点について概説する。

今城　雅之（農林海洋科学部准教授）
関　伸吾（農林海洋科学部教授）

通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
高等学校　（水産

担当）教諭
6,000円 40人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503132号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】学校メンタルヘルス

①児童・思春期のメンタルヘルス（1）：児童・思春期に好発
する精神疾患について
②児童・思春期のメンタルヘルス（2）：発達障害および愛着
の問題についての基本的な理解と対応
③子どもの発達・心理支援：発達検査、心理検査などから子
どもの状態をアセスメントし、それに基づく対応・支援のあり
方を説明する。

永野　志歩（高知医療センター　児童精神科科
長）

通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
養護教

諭

小学校・中学校・
高等学校　教諭、

養護教諭
6,000円 90人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503133号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】地図の彩色とグラフ理論
入門

有名な四色問題で問題提議し、浮き輪の地図の彩色やグラ
フの彩色、そしてその応用を考える。またその周辺の話題と
して、オイラーグラフやハミルトングラフを考える。

山口　俊博（教育学部教授） 通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
小学校・中学校・
高等学校（数学

担当）教諭
6,000円 20人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503134号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】シェイクスピアを通して他
者と悩みを分かち合うことを考え
る

史上最大の劇作家ウィリアム・シェイクスピア（1564－1616）
の作品では非常に多くの人が悩んでいる。その原因も
様々。権力欲、恋愛、結婚、復讐・・・。ここでは悲劇から『ロ
ミオとジュリエット』と『ハムレット』、史劇から『リチャード3
世」』、喜劇から『十二夜』を取り上げ、現代の視点から問題
点を考えてみる。学校現場の児童生徒は思春期に係る悩み
や進路、人間関係等の様々な悩みを抱えている。この講義
を受けることで、悩みを持つ人たちに寄り添って、ともに考え
るという姿勢を持つためのヒントを掴んでもらえれば幸いで
ある。

山下　興作（人文社会科学部教授） 通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
養護教

諭

小学校・中学校・
高等学校　教諭、

養護教諭
6,000円 10人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503135号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】教科書の古文教材・教材
研究と授業化の観点

本講習では中・高等学校の国語教科書に収録されている古
文作品を教材として扱う。そこでは、①古典文学研究の成果
を踏まえた教材研究の観点と②国語科教育学研究の成果
を踏まえた授業化の観点を提示する。

武久　康高（教育学部准教授） 通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
中学校・高等学
校（国語担当）教

諭
6,000円 30人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503136号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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高知大学
【選択】第二言語習得論を活かし
た課題解決型言語活動

小・中・高の連携において大切なことの一つとして、目ざした
いゴールの共有化（「自律した言語使用者」）がある。言語学
習者（language learner)から自律した言語使用者(language
user)を育成することを目ざすためには、言語活動を十分工
夫する必要がある。本講習では、インプット、アウトプット、イ
ンターアクションの重要性、動機づけ理論などを第二言語習
得論より考察したうえで、効果的な言語活動の在り方を、タ
スクの特徴を踏まえ検討する。

今井　典子（人文社会科学部教授） 通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
中学校・高等学
校（英語担当）教

諭
6,000円 30人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503137号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】物質の起源

現在自然界に存在する物質は実に多彩です。一方、物質を
細かくとらえると、物質を構成する基本要素に行きつきま
す。ここでは、基本要素の一つであるクォークが単体ではと
りだせないという並はずれた性質（クォークの閉じ込め）、お
よびその結果として多種多彩な原子核が自然界において合
成される様子を論じることにより、現代物理学の一端に触れ
ていただきます。この講習は実際に理科を担当している教
諭対象の内容です。

飯田　圭（理工学部教授）
斎藤　卓也（理工学部助教）

通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
中学校・高等学
校（理科担当）教

諭
6,000円 20人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503138号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】共生社会形成にむけたイ
ンクルーシブ教育の動向

本講義では、誰もが生きやすい社会づくり（共生社会形成）
に向けて、教育現場ではどのような実践が考えられるか、イ
ンクルーシブ教育の考え方に基づき、計画案を作成すること
を目標とする。そのため、共生社会やインクルーシブ教育に
関する国際的な動向や特別ニーズのある子どもについて理
解を深めたうえで、普段の実践の振り返りを行う。

松田　弥花（教育学部助教） 通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503139号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】予想して証明する探究的
な数学学習

本講習では，数学の授業で探究的な学習を展開するための
題材について，その背景にある理論や知識にも触れながら
紹介します。特に，数学の探究における「予想」に焦点を当
てて，生徒が自ら予想を立て，それを証明していく授業をね
らいとします。なお，高校数学の内容も講習では取り扱いま
すので，ご了承ください。

袴田　綾斗（教育学部助教） 通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
中学校・高等学
校（数学担当）教

諭
6,000円 30人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503140号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】わが国における社会的養
護の現状

学校には、児童養護施設や里親など社会的養護のもとで生
活する子どもも通っている。ただ、そのような社会的養護の
もとで子どもたちがどのように生活しているのかなど実態に
ついてはあまり知られていない。本講習では、社会的養護
に関する施策をふまえた上で、社会的養護に関する基本的
事項について概説する。

三ツ石　行宏（教育学部講師） 通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校　教諭
6,000円 25人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503141号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】企業経営を多面的に考え
る

本講習では，企業の活動を中心に，企業内外でのヒト，モ
ノ，カネ，情報の動きといった多面的な視点から，企業行動
やマネジメントについて講義を行なう。現代社会の企業経営
における現状や課題・解決策などについて，経営学や会計
学の視点から見つめることで，商業科における教育がどの
ように企業経営と関わるのか考察する。

中川　香代（人文社会科学部教授）
山内　高太郎（人文社会科学部教授）
磯田　友里子（人文社会科学部講師）

通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
高等学校（商業

担当）教諭
6,000円 30人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503142号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】知的障害の理解と教育

講習前半は、知的障害児の学習特性からくるニーズについ
て解説する。講習後半は、学習意欲を高め、生活のなかで
学んだことを活かしていくための指導・支援について、行動
心理学的アプローチの観点から、事例検討を行う。

朝岡　寛史（教育学部講師） 通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
養護教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学

校　教諭、養護教
諭

6,000円 50人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503143号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知大学 【選択】南海地震に備える

近づく南海地震に備えるために、まず、地震や津波の発生メ
カニズムについて学びます。次に、最近の世界や日本で発
生した被害地震について、そこで何が起こったのかを知ると
ともに、地震を災害にしない方法を考えます。さらに、個々
の学校周辺地域の地形的な特徴を理解することも目標とし
ます。講義が中心ですが、多くの写真や図、動画を利用して
視覚的に理解できるように準備します。

岡村　眞（防災推進センター客員教授）
松岡　裕美（理工学部准教授）

通信教育 6時間
令和3年7月1日～
令和3年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人

令和3年4月16日～
令和3年4月23日

(備考　4/16は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503144号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】南海地震に備える

近づく南海地震に備えるために、まず、地震や津波の発生メ
カニズムについて学びます。次に、最近の世界や日本で発
生した被害地震について、そこで何が起こったのかを知ると
ともに、地震を災害にしない方法を考えます。さらに、個々
の学校周辺地域の地形的な特徴を理解することも目標とし
ます。講義が中心ですが、多くの写真や図、動画を利用して
視覚的に理解できるように準備します。

岡村　眞（防災推進センター客員教授）
松岡　裕美（理工学部准教授）

通信教育 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503145号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 【選択】南海地震に備える

近づく南海地震に備えるために、まず、地震や津波の発生メ
カニズムについて学びます。次に、最近の世界や日本で発
生した被害地震について、そこで何が起こったのかを知ると
ともに、地震を災害にしない方法を考えます。さらに、個々
の学校周辺地域の地形的な特徴を理解することも目標とし
ます。講義が中心ですが、多くの写真や図、動画を利用して
視覚的に理解できるように準備します。

岡村　眞（防災推進センター客員教授）
松岡　裕美（理工学部准教授）

通信教育 6時間
令和3年10月15日～
令和3年11月15日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人

令和3年7月29日～
令和3年8月5日

(備考　7/29は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503146号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学
【選択】中学校理科指導のヒント
（物理領域）

この授業は主に中学校理科教諭対象です。
エネルギーの意味やその利用および環境問題に関連した
基礎的な内容を学習します。
実験を通じて、体験しながら基本的概念を習得し、応用する
ことをねらいとします。

佐藤　弘一（鈴鹿工業高等専門学校　電子情報
工学科講師）

高知県高知市 6時間 令和3年9月11日 教諭
中学校（理科担

当）教諭
6,000円 10人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　5/20は令和3年
度期限者の優先予約

日)

令03-
10075-
503147号

088-844-8369
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

福岡教育大学
【選択】メディア・リテラシーを育む
教材開発

メディア・リテラシーは現代社会を生きる人びとにとって不可
欠な能力であり、メディア・リテラシーを育むための方法を知
ることは小学校や中学校の教員に求められています。そこ
で、本講習ではメディア・リテラシーについて、理論と実践の
両面から学ぶことを目的とします。また、本講習を通じて、受
講生自身のメディア・リテラシーを高めることを目指します。
受講対象者は小学校・中学校教諭です。

寺岡　聖豪（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月22日 教諭
小学校・中学校

教諭
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504956号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】絵本と子ども

絵本は子どもにとって人生で最初の文学体験であると共
に、芸術体験でもある。子どもは絵本を通して大人や友達と
物語の世界を共有し、ファンタジーの中で人生にとって大切
なことを体験する。保育者は日々の保育の中で子ども達と
様々な絵本体験を積み重ね、遊びの世界を豊かなものとし
ている。絵本は保育にとってかけがえのない児童文化財で
ある。本講習では絵本における子ども観を観点に、様々な
絵本を分析することを通して、保育者の絵本を見る目を豊か
なものとすることを目指す。

船越　美穂（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月1日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504957号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学
【選択】現代の親子関係の心理
学的理解

現代社会における親子関係の特徴を、臨床心理学の理論と
照らし合わせつつ、学校教育と密接に関係してくる局面を中
心に概観する。それによって自らが直面している具体的な
教育現象・教育課題への理解と対処に関する発想を得て、
現場実践に還元することを目標とする。受講者には、あらか
じめ各自が現場において問題として意識している事柄につ
いて具体的に想定し、できればまとめておくことが求められ
る（複数可・様式自由・提出は求めない）。それらの事柄へ
の対処としてどのような発想を得ることが出来たかが筆記試
験の内容となる。

中島　義実（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 50人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504958号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】現代の親子関係の心理
学的理解

現代社会における親子関係の特徴を、臨床心理学の理論と
照らし合わせつつ、学校教育と密接に関係してくる局面を中
心に概観する。それによって自らが直面している具体的な
教育現象・教育課題への理解と対処に関する発想を得て、
現場実践に還元することを目標とする。受講者には、あらか
じめ各自が現場において問題として意識している事柄につ
いて具体的に想定し、できればまとめておくことが求められ
る（複数可・様式自由・提出は求めない）。それらの事柄へ
の対処としてどのような発想を得ることが出来たかが筆記試
験の内容となる。

中島　義実（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年10月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 50人
令和3年7月30日～
令和3年8月19日

令03-
10076-
504959号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】学校における自殺予防教
育

平成28年4月に施行された自殺対策基本法の改正により、
基本的施策の第17条〔心の健康の保持に係る教育・啓発の
推進等〕②において、学校においても児童・生徒等の心の健
康の保持に係る教育・啓発を行うよう努めることが明記され
ました。
本講習では、自殺予防教育の法的根拠、学校における子ど
もの自殺予防の評価や介入、対策、関係機関との連携につ
いて、理解を深めたうえで、後半は、SOSの受け止め方など
を含めた自殺予防教育について演習します。

岩橋　知子（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月26日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504960号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】社会的認知の心理学：人
間は他者をどのように見ている
か？

人間は、自分が持つ「フィルター」を通して他者を見ます。こ
の「フィルター」は対人情報処理の省力化において重要な役
割を果たしていますが、時に大きな「歪み（認知バイアス）」
も産み出します。本講習では、印象形成、原因帰属と帰属
バイアス、ステレオタイプと偏見、集団間関係と差別等のト
ピックを取りあげ、それらのトピックと関連する簡単な実験を
通して、この「フィルター」と「認知バイアス」を経験していただ
きます。

笹山　郁生（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月23日
教諭

養護教
諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養

護教諭
6,000円 40人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504961号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】発達障害児の理解と支援
について

LD、ADHD、自閉症スペクトラム障害、知的障害などの発達
障害児の認知や行動の特性を理解した上で、発達障害の
ある児童・生徒の抱える支援ニーズについて考える。そし
て、教育フィールドにおける発達障害のある児童・生徒に有
効なアセスセント法や支援の手立てについて演習を交えて
講習を行う。

杉岡　千宏（教育学部助教） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月26日
教諭

養護教
諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養

護教諭（基礎的な
内容を望む者）

6,000円 40人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504962号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】言語に特別な支援を要す
る子どもの理解と指導

言語とその障害、言語に障害のある子どもの指導法につい
て理解し、そのような子どもの指導・支援における通常の学
級の教師による支援・連携のあり方について考える。本講
習でとり上げる言語障害は、吃音（発話の流暢性の障害）、
構音障害（発音の誤り、不明瞭さの障害）が主である。

見上　昌睦（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月11日
教諭

養護教
諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養

護教諭
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504963号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学 【選択】「四書」「五経」について

本講習は、日本の伝統文化に深い影響を与えてきた儒教の
経典について理解・関心を深めてもらうことを目的とする。
「四書」「五経」といった代表的な儒教経典の原文（一部分）
を受講者に提示しながらその内容を具体的に解説すること
を通して、  儒教と日本の伝統文化との関係について考察
する。

鶴成　久章（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月1日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504964号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】日本の近現代の小説・評
論を読む

近現代の小説・評論を取り上げ、新しい「学習指導要領」を
視野に入れつつ、「文学的な文章」、「論理的な文章」、「実
用的な文章」を取り扱う方法について学習します。
（１）太宰治「葉桜と魔笛」について、テキストを分析的に「読
むこと」を通して「文学的な文章」に対応する方法について考
察します。
（２）評論教材を読む上で必要になる隣接領域としての現代
思想を概観します。複数テキストを横断的に「読むこと」を通
じ、「論理的な文章」に対応する方法について考察します。

久保田　裕子（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月8日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

国語科教諭
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504965号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】小学校国語科「読むこと」
の基礎

小学校国語科「読むこと」領域（〔思考力、判断力、表現力
等〕の「Ｃ　読むこと」領域）の学習指導について、基礎的な
事項を整理します。
「読むこと」についての基礎的な把握をふまえ、文学的文章
教材と、説明的文章教材の指導のあり方について考えま
す。音読・朗読については取りあげません。
具体的に考えるために、文学的文章教材と説明的文章教材
の教材研究をおこない、習得させるべき国語学力と授業像
について考えます。
基本的には、講義の形態でおこないます。

河野　智文（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月19日 教諭
小学校教諭（基
礎的な内容を望

む者）
6,000円 40人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504966号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】古典文学研究―江戸時
代小説を手がかりにして

江戸時代の小説の面白さには、平安・鎌倉時代などの古典
文学や説話・伝説をもとに新たな世界を作り出すことや、現
代まで知られる話の源流となっていることなどがあり、生徒・
児童が古典文学に興味を持つヒントがあるように見受けら
れる。本講習では、古典文学を内容に取り入れた作品や、
江戸時代の説話的文学を読むことを通じて上のような事柄
を考える。また、くずし字解読の体験も行う。

菊池　庸介（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年10月9日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

国語科教諭
6,000円 30人

令和3年7月30日～
令和3年8月19日

令03-
10076-
504967号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】中国史から見た日中交流
史～古代・中世～

日本は海を通じて東アジア世界とつながっており、歴史上、
様々な場面で交流をしてきた。本講習では日本史上の事
象・人物のうち、東アジア世界との交流に関係の深いものを
取り上げ、東アジア全体の歴史の視点から、その交流の在
り方を見ていく。日本史上の事象や人物が、東アジア世界
の動向とどのように結びついているのかを知ることで、児
童・生徒に対して、より広い視野での歴史を理解させること
ができると考える。

杉村　伸二（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年7月24日 教諭

小学校教諭、中
学校社会科教

諭、高等学校地
理歴史科教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
10076-
504968号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】人権概念の歴史～思想
史的観点から

「人権」について教育する上では、単に「人権」の重要性を強
調するだけではなく、「人権」概念が歴史的にどのように形
成されてきたか、またその重要性のみならず限界に関しても
認識しておく必要がある。古典古代から近代、そして現代に
至る人権概念について、思想史的変遷について考察し、実
際に人権教育にあたる教諭として奥深い知識を身に付ける
ことを目的とする。

谷本　純一（教育学部准教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年6月26日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
10076-
504969号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学 【選択】社会科教育の趨勢

「社会形成社会科」、「市民社会科」など、主権者としての資
質・能力の育成を目指す社会科教育の趨勢について学ぶ。
社会科における真正な学び、活用の他、新教育課程におけ
る「資質･能力」育成のための「見方･考え方」、「パフォーマ
ンス評価」及び「カリキュラム・マネジメント」等についても言
及し、社会科学習をデザインするための新たな方法を明ら
かにしたい。その際、授業設計にとどまらず、問い方、ワー
クシート作成などの工夫についても実例を通して紹介した
い。

豊嶌　啓司（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年7月24日 教諭
小学校教諭、中
学校社会科教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
10076-
504970号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】地理的思考力・表現力を
培う小学校社会科の地域学習と
国土学習

この講習は、インターネットを利用した同時双方向型講習と
して実施します。全面実施された小学校学習指導要領で
は、小学校から高等学校までの社会の一貫性が重視されて
います。そこで、中学校社会科との連携を視野に入れた小
学校社会科の学習指導について、中学年の地域学習と第5
学年の国土構造および産業構造の学習のポイントについて
整理します。
地理的パースペクティブを活かした思考力・表現力を高める
授業実践へ向けた、教材の提示や指導方法の解説を行い、
小学校3学年より給与される地図帳の使い方にも言及しま
す。

石丸　哲史（教育学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月8日 教諭
小学校教諭、中
学校社会科教諭

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504971号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】中学校社会科における空
間概念と地理的思考力・表現力

この講習は、インターネットを利用した同時双方向型講習と
して実施します。全面実施される中学校学習指導要領のも
とで社会科地理的分野の学習指導に必要とされる、位置や
分布、場所、人間と自然環境との相互依存関係、空間的相
互依存作用など、空間概念、地域の持続可能な社会づくり
について解説します。

石丸　哲史（教育学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月9日 教諭
小学校教諭、中
学校社会科教諭

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504972号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】新学習指導要領における
算数科教育

平成２９年改訂の小学校学習指導要領算数科の趣旨を踏
まえ、数学的活動や数学的な見方・考え方の捉え方や、具
体的な指導上の留意点について解説します。
また、授業動画の視聴や深い学びを意識した教材研究の演
習も行います。

清水　紀宏（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年10月9日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年7月30日～
令和3年8月19日

令03-
10076-
504973号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】新学習指導要領における
数学科教育

平成２９年改訂の中学校学習指導要領数学科の趣旨を踏
まえ、数学的活動や数学的な見方・考え方の捉え方や、具
体的な指導上の留意点について解説します。
また、深い学びを意識した教材研究の演習も行います。

清水　紀宏（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年10月23日 教諭
中学校数学科教

諭
6,000円 30人

令和3年7月30日～
令和3年8月19日

令03-
10076-
504974号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】数学科教材に関する考察
（数学的帰納法と整数の性質に
ついて）

数学科の教科内容およびその専門的背景に関する講義･演
習を通して、数学科の教材に対する理解を深め、教科指導
の背景となる専門的知見を広めます。
この講習では、数学的帰納法の原理を確認し整数の基本的
な性質に関する証明を積み重ねながら教科内容について考
察します。整数の専門的な話題には必要以上に踏み込ま
ず、高等学校までの数学科の内容に関連する話題に限定し
て講義・演習を行います。

原　卓哉（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月1日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504975号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】やさしい観察・実験のコツ
「小学校理科の生命・地球」

○生命領域：生き物を使う観察・実験は、その入手や維持管
理から難しく、さらに実験しても思うように行かなくて困ること
が多いです。しかし簡単なコツをつかむことで解決します。そ
のようなコツの紹介とともに、学校での教材研究用に生物教
材などを提供します。
○地球領域：望遠鏡の仕組みや構造の解説と実際の使い
方扱い方の実習をします。天候次第で実際の太陽の観察ま
たは地表風景の観察練習をします。また、一般の教室内で
使えるパソコンの天文ソフトに関する紹介とその活用方法の
練習もする予定です。

西野　秀昭（教育学部教授）
金光　理（教育学部教授）

福岡県宗像市 6時間 令和3年6月19日 教諭
小学校教諭（基
礎的な内容を望

む者）
6,000円 12人

令和3年4月16日～
令和3年5月9日

令03-
10076-
504976号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学 【選択】小学校理科授業の基礎

小学校理科授業についての基礎的理解を深めるとともに、
新たに取り上げられるようになってきた教材･教具に精通す
る。授業については、児童の主体的、対話的で深い学びを
大切にする小学校理科授業の具体的事例に触れながら、
理科授業に自信を持って取り組むことができるようにする。
教材･教具としては、月の満ち欠け説明器などに触れる。安
全に関する重要事項についても理解を深めたい。

森藤　義孝（教育学部教授）
甲斐　初美（教育学部准教授）

福岡県宗像市 6時間 令和3年8月1日 教諭
小学校教諭（理

科：基礎的な内容
を望む者）

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504977号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】教師のための小学校プロ
グラミング教育入門　～アイデア
を形にする楽しさを実感～

　小学校におけるプログラミング教育の考え方、取り組み方
を講義と演習を通じて解説します。日常生活の中からプログ
ラムの基礎「順次」「分岐」「反復」による組み合わせを見つ
け、プログラミング的思考力育成につながる取り組みを考え
ます。プログラミング環境として、Scratch3.0およびSmall
Basic1.2を使用します。

古川　健一（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年6月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 22人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
10076-
504978号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】教師のための情報技術活
用～PowerPoint による DIY 工作
入門～

〇PowerPointを活用したDIY工作(ブンブンごまのデザイン・
加工・組立・操作・記録等の一連の工程)を通じて、各教科の
学びの場面で、主体的・対話的で深い学びの視点から、見
通しをもって、粘り強く取り組む力や自分の学びを振り返り、
次の学びや生活に生かす力を具体的な活動を通じて学べま
す。また、周りの人たちと共に考え、学び、新しい発見や豊
かな発想が生まれる授業、そして得た知識に実感が持てる
授業を教師がどの教科においても連想できる内容です。

古川　健一（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月9日 教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

（パワーポイント
中級以上、ものづ

くりを希望する
者）

6,000円 22人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504979号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】教師のための情報技術活
用入門～パワーポイント初級～

　プレゼンテーションソフトPowerPoint2019の基本操作を習
得し、簡単なスライドの作成から教材作成に応用できるよう
に、教師自ら情報技術を活用できる能力を育成することを目
標とする。パソコンを用いた実習形式とし、Windows10、
PowerPoint2019を中心に使用する。講習で作成したスライド
を使用して、発表する予定である。

古川　健一（教育学部教授） 福岡県宗像市 12時間
令和3年8月17日～
令和3年8月18日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

（パワーポイント
の基本操作を中
心とした内容を希

望する者）

12,000円 22人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504980号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】声楽の適正な呼吸法と発
声法及び歌唱指導法

　声楽の適正な呼吸法と発声法及び音楽性豊かな歌唱指
導法について、その呼吸法、発声法、発音法などの基礎的
なテクニックを習得すると共に、個々の作品の演奏解釈や
表現に関する研究を行う。日本歌曲を主たる教材として、そ
の他、イタリア歌曲、オペラ・アリア、ドイツ・リートを含めた広
い分野の作品に触れる。正しい呼吸法と発声法を学ぶこと
により自由で、豊かな歌唱法及び表現法の体得を課題とし、
教員として具体的で的確な声楽指導法の習得を目標とす
る。

橋本　エリ子（教育学部教授） 福岡県宗像市 12時間
令和3年9月18日～
令和3年9月19日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽科教諭
12,000円 20人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504981号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】合唱における呼吸法と発
声法及び合唱指導法

合唱における適正な呼吸法と発声法及び音楽性豊かな合
唱指導法について、その呼吸法、発声法、発音などの基礎
的なテクニックを習得すると共に、個々の作品の演奏解釈
や表現に関する研究を行う。斉唱により、リズムや音程を正
しく歌い、自然で、無理のない発声を体得する。また、お互
いの声を聴き合い、最終的に美しい響きの合唱を目指す。
「旅立ちの日に」を主たる教材として、その他の作品に触れ
ることで、より自由で、豊かな歌唱法及び表現法の体得を課
題とし、教員として、具体的で的確な合唱の指導法の習得を
目標とする。

橋本　エリ子（教育学部教授） 福岡県宗像市 12時間
令和3年8月28日～
令和3年8月29日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽科教諭
12,000円 20人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504982号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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種
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福岡教育大学
【選択】小学校音楽科教育法基
礎

小学校音楽科教育における学習指導の基礎的事項に関す
る講義、及び指導実践に関する演習をおこなう。講習内容
の概要としては，学習指導要領の目標・内容等を踏まえな
がら、実技演習を含む教材研究を通して音楽科の授業づく
りの実際について学ぶ。（楽器については、各自ソプラノリ
コーダー・鍵盤ハーモニカを持参のこと）

山中　和佳子（教育学部准教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年6月26日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
10076-
504983号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】合唱指導のための楽曲分
析

合唱指導を実践する観点からの合唱作品楽曲分析法を紹
介する。歌詞（言語処理）、楽曲構成、和声、声部関係（模倣
やリレーション）、テンポ、リズム、フレーズなどの音楽的観
点から作曲者の創作意図を読み取り、総合的な演奏解釈を
行う。楽曲分析から得られた解釈をもとに、効果的な指導の
観点と指揮法について検討する。

二宮　毅（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年7月3日 教諭
中学校音楽科教

諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月9日

令03-
10076-
504984号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】指揮法とスコアの読み方

第1,2日目は「サイトウ・メソード」で知られる指揮法の基礎を
確認し、同時にスコアの読み方について学習します。
第2,3日目は福岡教育大学生による器楽アンサンブルを指
揮します。
学校の授業はもとより、課外活動の指導等に役立つ内容を
用意しておりますので、中学校・高等学校音楽科教諭が対
象の中心になろうかとは思いますが、楽典の知識があれば
小学校教諭の方も中学校・高等学校で音楽以外の教科の
方も歓迎いたします。

原田　大志（教育学部准教授） 福岡県宗像市 18時間
令和3年8月17日～
令和3年8月19日

教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

18,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504985号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】木の匙をつくろう

　かたちを限定し、普段自分たちが使うための道具を作ると
いう、単純で素朴なものつくりです。自由な発想で新しいか
たちやものを生み出すものづくりではありません。素材と向
き合い道具を使って自らの手で作り上げることは、自ら考
え、感じることを必要とするとても奥深いことです。

千本木　直行（教育学部教授） 福岡県宗像市 12時間
令和3年8月8日～
令和3年8月9日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

美術科教諭
12,000円 20人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504986号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】木の匙をつくろう

　かたちを限定し、普段自分たちが使うための道具を作ると
いう、単純で素朴なものつくりです。自由な発想で新しいか
たちやものを生み出すものづくりではありません。素材と向
き合い道具を使って自らの手で作り上げることは、自ら考
え、感じることを必要とするとても奥深いことです。

千本木　直行（教育学部教授） 福岡県宗像市 12時間
令和3年11月6日～
令和3年11月7日

教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

美術科教諭
12,000円 20人

令和3年7月30日～
令和3年8月19日

令03-
10076-
504987号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】色彩入門　ー講義と実
習ー

色のしくみや働き、配色など色彩の基礎について解説しま
す。さらに、混色の原理に基づいたぶんぶんゴマの制作や
色彩イメージ構成作品の制作を行います。これにより、児童
に対する指導内容についての理解を深め、今後の色彩指導
に活かすことを目指します。

篠原　利朗（教育学部教授） 福岡県宗像市 12時間
令和3年6月19日～
令和3年6月20日

教諭 小学校教諭 12,000円 20人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
10076-
504988号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】形や色と“ことば”がつな
がる造形活動（絵の活動を中心
に）

6/19の遠隔授業と6/20の対面授業を受講することで実技課
題の遠隔授業の可能性と対面授業の重要性について体験
し理解を深めます。6/19はZOOMに接続するPC等の機器や
Wi-Fi環境が必要です。課題は、主に絵の活動を中心に形
や色とことばがつながる造形活動の体験を通して探究を深
める課題を設定します。レッジョエミリア市のプロジェクト例を
基に、各学校・園の現場で実践できる教育実践力の育成を
図ります。

松久　公嗣（教育学部教授） 福岡県宗像市 12時間 令和3年6月20日 教諭
幼稚園・小学校
教諭、中学校美

術科教諭
12,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月9日

令03-
10076-
504989号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】水墨画制作と掛軸製作

本講座では、水墨画制作と掛軸製作を通して伝統的な絵画
技法や職人的な技術の理解を深め、知識や技能、鑑賞の
観点などの習得を図ります。水墨画制作では、用具の使用
法や様々な技法を解説し、基礎知識を基に半紙大の水墨画
作品を制作します。完成した作品は、裏打ちの後、掛軸に仕
立てて作品鑑賞できるようにします。今回は裏打ちを伝統的
な表装技術で行い、掛軸は機械式の定型製作とすること
で、２日間での完成を目指します。

松久　公嗣（教育学部教授） 福岡県宗像市 12時間
令和3年8月18日～
令和3年8月19日

教諭
小学校教諭、中
学校美術科教諭

12,000円 14人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504990号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学 【選択】書写教育講座

本講習は、①新学習指導要領を踏まえた書写指導のあり方
に関する講義、②漢字の書写指導における実技力の養成、
③仮名の書写指導における実技力の養成、④漢字仮名交
じり文の書写指導における実技力の養成といった視点での
理論・実技研究を行い、小・中学校国語科書写教育の指導
力向上を目指す。

和田　圭壮（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月9日 教諭
小学校教諭、中
学校国語科教諭

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504991号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】板書のチョーク技法と手
書き文字文化

「手書き文字の文化」に触れながら、学校での指導における
板書チョーク技法の実技力向上を目的とする。内容は、教
育における手書きの大切さや、筆順の重要性、許容される
書き方等の講義と、チョークの扱い方、基本点画、楷書及び
ひらがなの字形や字配り等についての実技を行う。

和田　圭壮（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月21日 教諭
全教諭（全学校

種・全教科）
6,000円 15人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504992号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】書道鑑賞力・指導力養成
講座

本講習は、
① 「近代の書」鑑賞力向上に関する演習
② 「手紙」鑑賞力の視点養成と実技力の養成
③ 書道特別活動（部活動の充実）における指導力の養成
④ 書道特別活動（部活動の充実）における実技指導力の養
成
といった視点での研究を行い、教員の書表現力と鑑賞力の
向上を目的とします。

服部　一啓（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月8日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504993号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】手書き文字文化と毛筆技
法・板書チョーク技法

「手書き文字文化」に触れながら、学校での指導における毛
筆技法及び板書チョーク技法の実技力向上を目的とする。
内容は、教育における手書きの大切さ等の講義と、毛筆及
びチョークの扱い方、基本点画、楷書、行書、ひらがなの字
形や字配り等についての実技を行う。

服部　一啓（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月9日 教諭
全教諭（全学校

種・全教科）
6,000円 20人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504994号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】体育授業におけるリズム
を活用した運動学習指導

体育授業において、児童・生徒の体力向上や基本的な運動
技能の向上を図る手立てとして、リズムを活用する学習指
導の在り方について紹介する。ただし、リズムを活用すると
いっても、ダンスの授業を想定して行うものではない。体つく
り運動系、陸上運動系、ボール運動系、武道系といった領
域の中で、リズムに合わせて楽しく、夢中になって体を動か
したり、運動技能を高めたりすることをねらいとする授業の
在り方について取り上げる。

本多　壮太郎（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年11月3日 教諭

リズムを活用した
体育の学習指導
に興味のある小
学校、中学校、高

等学校の教諭

6,000円 20人
令和3年7月30日～
令和3年8月19日

令03-
10076-
504995号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】体育授業に役立つスポー
ツ心理学と運動学習

学校体育において、子どもの運動への意欲を引き出すこと
と運動が上手くなることは、最も重要な目標である。しかしな
がら、運動が下手な子どもは、運動への意欲を失いがちで
あり、運動が上手な子どもは運動への意欲が高い。そこで、
運動意欲と運動技能の習得の関係を踏まえながら、スポー
ツ心理学と運動学習の研究成果から示唆される子どもの意
欲の高め方と早く運動が上手くなる方法について、解説し考
察を加えていく予定である。

兄井　彰（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年7月25日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育科教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
10076-
504996号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】比較的短い時間で実践で
きる技術科ものづくり（プロジェク
ト法）題材の実践

中学校・技術科では、生徒自らが製品を設計・製作・評価す
るプロジェクト法による実践が求められている。しかし、指導
すべき内容と比べ授業時数が少ないため、キットのような製
作工程の一部（或いはかなりの部分）を省いた教材が用い
られることも多い。このような状況を勘案し、本講習では比
較的短い時間で殆どの製作工程を実践し得るものづくり題
材（アルミニウム製スプーン）を紹介し、受講者に工程に沿っ
て実際の作業を行って頂くことを通してプロジェクト法の実践
方法（実践の知識、製作の技能）を身につけて貰うことを目
的とする。

有川　誠（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月26日 教諭
中学校技術科教

諭
6,000円 12人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504997号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学
【選択】小学校におけるアンプラ
グドプログラミング教育について

日本の高校、中学校、さらに世界各国のプログラミング教育
の現状について解説した後、小学校で実施すべきプログラミ
ング教育について考える。これまでに開発したプログラミン
グ教材とその教材を用いた教育手法について、研究成果と
ともに紹介する。さらに、小学校で実施できるアンプラグドプ
ログラミング教育について、実際に教材を使用し、プログラミ
ング教育において重要な教育内容について考察する。

梅野　貴俊（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月23日 教諭 小学校教諭 6,000円 16人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
504998号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】家庭科で学ぶ生活の自立
と生涯設計

学習指導要領における小中高の家庭科学習の系統を整理
し、各学校段階に応じた授業のあり方について考えます。家
庭科学習のうち「自立」「計画・設計」をキーワードに、主とし
て「Ａ家族・家庭生活」「Ｃ消費生活と環境」に関連する教材
を取り上げ、今後の授業づくりにどのように生かしていくかを
検討します。ゲーム教材の体験や授業構想の演習を交えて
行います。

貴志　倫子（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年6月13日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

家庭科教諭
6,000円 25人

令和3年4月16日～
令和3年5月9日

令03-
10076-
504999号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】くらしの中におけるユニ
バーサルデザイン

まず初めに講義において、ユニバーサルデザインとバリアフ
リーの基礎について学びます。次に、人間の触覚特性を心
理物理実験により調べ、人間の特性をユニバーサルデザイ
ンにどのように活かすかを考えます。また、妊婦擬似体験等
を通じて、くらしにおけるユニバーサルデザインの必要性を
理解します。最後に、家庭科でどのようなユニバーサルデザ
インに関する授業が実践できるか、考察を行います。

阿曽沼　樹（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年6月26日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

家庭科教諭
6,000円 12人

令和3年4月16日～
令和3年5月9日

令03-
10076-
505000号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】英語の小説や物語を教材
とした異文化理解と英文法の理
解

この講習のねらいは、主に次の3点です。
１）英語の小説や物語を通して、欧米の文化や言語としての
英語の特徴を学びます。
２）英語の小説や物語を教材とし、自然な文脈やディスコー
スの中で、助動詞、完了形、前置詞などの文法をいかに理
解するかを学びます。
３）小説や物語の解釈をめぐって、いかに英語や日本語によ
るコミュニケーション活動を行うかを学びます。

後藤　美映（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月19日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語科教諭
6,000円 40人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505001号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】英語の発音に自信をつけ
るための発音演習と指導のポイ
ント

日本人英語学習者が苦手意識を持つ発音について、正確
な発音を目指す以前に、自信をつけることを目標とした指導
が必要であると考えます。この講習では情意の側面と、自信
がつくためのプロソディの指導法を、演習を中心に紹介して
いきます。

中島　亨（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月28日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語科教諭
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505002号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】英語スピーチ入門

この講習では、自身の英語スピーチ力を向上する練習を行
うとともに、英語でスピーチをする際に必要な技術（例えば、
準備の仕方、英文の作り方、論の立て方、プレゼンテーショ
ンの仕方など）を確認し、児童・生徒に英語スピーチを行わ
せる際に求められる指導ポイントを理解することを目標とし
ています。さらには、コミュニケーション学的に英語スピーチ
を分析しつつ、その理論的かつ実践的意義の理解をねらい
としています。

吉武　正樹（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年10月3日 教諭

中学校・高等学
校英語科教諭、
小学校外国語活
動・外国語担当

教諭

6,000円 30人
令和3年7月30日～
令和3年8月19日

令03-
10076-
505003号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学

【選択】Helpful Hints for JHS and
SHS School Teachers for Team
Teaching, Effective Use of the
Textbook , and Problem-Solving

中学校、高等学校の英語の授業において、よりよい授業を
行うために、ALTと日本人教師がどのような関係を築くべき
かについて、考える。Team Teachingの効果的な実施方法、
テキストや教材をいかに使うか、問題解決の方法などにつ
いて、受講者とのディスカッションを通して共に考えることを
目指す。

タッド　ジェイ　レオナルド（教育学部教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年6月13日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
10076-
505004号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学
【選択】社会科の指導方法改善と
教材分析

主体的で対話的な社会科の授業をつくるためには、社会的
事象と子どもの関心事の「ズレ」を意識した教材分析が求め
られます。本講習では、子どもが学習活動の主体者として対
話的に学ぶための授業づくりと、それを実現するための指
導法や教材分析について、演習を通して理解を深めていき
ます。また2学期に実践できる教材を開発します。小学校の
教科書教材を扱うため、主な受講対象者は小学校教諭とし
ます。

坂井　清隆（大学院教育学研究科准教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年6月19日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
10076-
505005号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】児童生徒の人間関係能
力の育成

人間関係能力は児童生徒の学校適応の基礎であり、かつ
子供の貧困問題における自己肯定感向上に深く関わってい
る。この人間関係能力を育成するために、「社会性と情動の
学習(SEL)」の理論と導入・実践方法について学ぶ。具体的
には、(１)児童生徒の他者と関わる力の現状、(2)「社会性と
情動の学習(SEL)」の理論、(3)「社会性と情動の学習(SEL)」
の国内外の実践例紹介、(4)望ましい人間関係育成のため
の指導方法、(5)学級・学校での取組の推進方法等につい
て、演習をまじえた講習を行う。

小泉　令三（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、

養護教諭
8,112円 50人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505006号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】児童生徒の人間関係能
力の育成

人間関係能力は児童生徒の学校適応の基礎であり、かつ
子供の貧困問題における自己肯定感向上に深く関わってい
る。この人間関係能力を育成するために、「社会性と情動の
学習(SEL)」の理論と導入・実践方法について学ぶ。具体的
には、(１)児童生徒の他者と関わる力の現状、(2)「社会性と
情動の学習(SEL)」の理論、(3)「社会性と情動の学習(SEL)」
の国内外の実践例紹介、(4)望ましい人間関係育成のため
の指導方法、(5)学級・学校での取組の推進方法等につい
て、演習をまじえた講習を行う。

小泉　令三（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月21日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、

養護教諭
8,112円 50人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505007号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】学級活動で進める食に関
する指導

本講座では、小・中学校学習指導要領（平成29年告示）に示
された、学級活動(2)に示された「エ　食育の観点を踏まえた
学校給食と望ましい食習慣の形成」において、自己の食に
関する課題に気付き、課題解決のための方法を集団思考
し、自己の解決方法を意思決定する学習を、学級活動(2)プ
ランニングシートで構想するとともに、食に関する自己指導
能力の育成について理解します。

脇田　哲郎（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年7月10日
教諭

栄養教
諭

小学校・中学校・
特別支援学校教

諭、栄養教諭
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月9日

令03-
10076-
505008号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】学級活動で進めるキャリ
ア形成の授業

本講座では、小・中学校学習指導要領（平成29年告示）、高
等学校学習指導要領（平成30年告示）に示された、小・中・
高等学校が一貫してキャリア教育を推進する、学級活動(3)・
ホームルーム活動(3)「一人一人のキャリア形成と自己実
現」において、児童生徒一人一人が将来の生き方に関する
課題解決に向けて意思決定する授業を、学級活動（３）・
ホームルーム活動(3)プランニングシートを活用して構想し、
特別活動を要として推進するキャリア教育について理解しま
す。

脇田　哲郎（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年6月13日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
10076-
505009号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】学び続ける教師のための
リフレクションについて

教師として「学び続ける」ことが求められています。その「学
び続ける」ことは、学校現場でどのように、個人で、組織で行
うことができるでしょうか？本講座では、自身を自身で育て
続ける教師であるために、どのような考え方をもち、ツール
を使えばよいのか、リアリスティック・アプローチの手法を用
いて提案します。

若木　常佳（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月22日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505010号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学
【選択】イエナプラン教育の可能
性

教育の目的について、「到達のための教育」と「発見のため
の教育」の点から考える。そして、オルタナティブ教育の一つ
であるイエナプラン教育の概要理解を踏まえ、主体的に学
ぶ、生きるための教育をどのように実現するか考える。

若木　常佳（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月21日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505011号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】子どもと情報メディア

子どもによるネットいじめやネット犯行予告などの問題が増
えている。子どもが出会い系サイトやLINEを使って被害者や
加害者になる事件も多い。また、自閉症類似症状を持つ子
どもの増加や、コミュニケーション能力の質的低下を指摘す
る研究者もいる。本講習では、情報メディアを使う子どもたち
に起こり得る問題を取り上げ、情報メディアの特徴を踏まえ
た上で、問題の原因とともに、その教育的な対策について
考える。

村田　育也（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年7月10日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教

諭

7,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
10076-
505012号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】子どもと情報メディア

子どもによるネットいじめやネット犯行予告などの問題が増
えている。子どもが出会い系サイトやLINEを使って被害者や
加害者になる事件も多い。また、自閉症類似症状を持つ子
どもの増加や、コミュニケーション能力の質的低下を指摘す
る研究者もいる。本講習では、情報メディアを使う子どもたち
に起こり得る問題を取り上げ、情報メディアの特徴を踏まえ
た上で、問題の原因とともに、その教育的な対策について
考える。

村田　育也（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月11日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教

諭

7,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505013号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】子どもと情報メディア

子どもによるネットいじめやネット犯行予告などの問題が増
えている。子どもが出会い系サイトやLINEを使って被害者や
加害者になる事件も多い。また、自閉症類似症状を持つ子
どもの増加や、コミュニケーション能力の質的低下を指摘す
る研究者もいる。本講習では、情報メディアを使う子どもたち
に起こり得る問題を取り上げ、情報メディアの特徴を踏まえ
た上で、問題の原因とともに、その教育的な対策について
考える。

村田　育也（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年9月19日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教

諭

7,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505014号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】子どもと情報メディア

子どもによるネットいじめやネット犯行予告などの問題が増
えている。子どもが出会い系サイトやLINEを使って被害者や
加害者になる事件も多い。また、自閉症類似症状を持つ子
どもの増加や、コミュニケーション能力の質的低下を指摘す
る研究者もいる。本講習では、情報メディアを使う子どもたち
に起こり得る問題を取り上げ、情報メディアの特徴を踏まえ
た上で、問題の原因とともに、その教育的な対策について
考える。

村田　育也（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年11月3日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教

諭

7,000円 30人
令和3年7月30日～
令和3年8月19日

令03-
10076-
505015号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】説明的文章の読みのプロ
セスと教材分析

主体的で対話的な説明的文章の読みの授業をつくるために
は、学習者の読みのプロセスを意識した教材分析が求めら
れます。本講習では、説明的文章の読みのプロセスと、それ
を実現するための教材分析について、演習を通して理解を
深めていきます。小学校の教科書教材を扱うため、主な受
講対象者は小学校教諭とします。

青山　之典（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月21日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505016号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】文学的文章の読みのプロ
セスと教材分析

主体的で対話的な文学的文章の読みの授業をつくるために
は、学習者の読みのプロセスを意識した教材分析が求めら
れます。本講習では、文学的文章の読みのプロセスと、それ
を実現するための教材分析について、演習を通して理解を
深めていきます。小学校の教科書教材を扱うため、主な受
講対象者は小学校教諭とします。

青山　之典（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月22日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505017号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学
【選択】UDLガイドラインを活用し
たユニバーサルデザインの授業
づくり

　米国では、障害の有無にかかわらず、誰もがわかりやす
く、とりくみやすく、表現しやすい授業作りが求められ、そこ
に学びのユニバーサルデザイン（UDL）は役立つ枠組みとさ
れる。米国で開発された、UDLガイドラインは、インクルーシ
ブ教育に参考にできる内容を含んでおり、日本の小学校・中
学校でも成果をあげることが実証されてきている。
　UDLガイドラインについて学び、多様な児童生徒が学ぶ通
常の学級で、実際の授業を改善するヒントを得て、演習を通
じて授業改善をすすめる方法論を獲得する。

納富　恵子（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年10月10日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 20人

令和3年7月30日～
令和3年8月19日

令03-
10076-
505018号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】自閉症の理解と効果的な
支援法

自閉スペクトラム症は、現在は、65人に1人程度とされる頻
度の高い発達障害です。通常の学級・特別支援学級・特別
支援学校など様々な場で学んでおり、社会的コミュニケー
ションの障害があるために、ベテラン教員であっても指導に
苦慮することも多いと思われる。今回は、英国自閉症協会
が提唱するSPELLの原則を中心に効果的な指導について
事例をもとに紹介します。

納富　恵子（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年10月3日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 20人

令和3年7月30日～
令和3年8月19日

令03-
10076-
505019号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】教師のメンタルヘルスと子
どもの心の理解

ストレスの多い教育現場において教師がメンタルヘルス不
調におちいらないために、ストレスの原因や不調となった場
合の対応を取り上げる。また教師にとって注意を払うべき児
童生徒の心身両面での体調や行動の変化とともに、その対
処法や保護者対応などを取り上げて説明する。講義だけで
なくグループでの話し合いなどの演習も実施する予定であ
る。

貫名　英之（健康科学センター教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月23日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505020号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】数学ー幾何学と不等式ー

非対面式講習(同時双方向型講習)

幾何学と不等式について：中学校高校で現れる不等式（最
大最小問題）、例えば「周の長さが一定の長方形の内、面積
が最大となるのは正方形である。」あるいは「円に内接する
二等辺三角形の内、面積が最大となるのは正三角形であ
る。」等に関連する相加相乗平均不等式、等周不等式、（ガ
ウスの）算術幾何平均等の話題の紹介、あるいは、大学で
学ぶ「連続関数の最大値の存在定理」の具体的効用等、中
高で学ぶ数学を支える基盤的部分との関連について概説す
る。

勝田　篤（九州大学　大学院数理学研究院教
授）

インターネット 6時間 令和3年6月27日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
10076-
505021号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】新しい時代の古典（古文・
漢文）教育

非対面式講習(同時双方向型講習)

国語国文学、漢文学の先端研究を紹介し、活字離れ・漢字
離れの中、思考力・想像力を養うための国語科教育にこれ
ら最新情報がどう生かされるかを検討する。 前半の２講義
を中国哲学史講座教員が担当し、漢文教育の意義とその実
践方法を、後半の２講義を国語学・国文学講座の教員が担
当し、古典教育の意義とその実践方法を講習する。

静永　健（九州大学　大学院人文科学研究院教
授）
川平　敏文（九州大学　大学院人文科学研究院
准教授）

インターネット 6時間 令和3年7月3日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
10076-
505022号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】お米を通して学ぶ日本の
食料

お米の‘おいしさ’とは？をトピックとし、
日本の主食であるお米をとりまく現状について学ぶ。

〇世界と日本のお米、イネの栽培から食卓までを学ぶ。
〇味覚と嗅覚のテストを通して、おいしさの感じ方を理解す
る。
〇お米の食味試験法を学び、いろいろなお米の食味をくら
べる。

安彦　友美（九州大学　大学院農学研究院助
教）
中村　哲洋（九州大学　大学院農学研究院助
教）

福岡県福岡市
西区

6時間 令和3年8月6日
教諭

栄養教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭、栄養教

諭

6,000円 15人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505023号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学 【選択】哲学・歴史学への誘い

この講習は、インターネットを利用した同時双方向型講習と
して実施します。
【歴史学】近年の歴史学研究における、新たな研究方法・研
究成果について紹介する。
【哲学】マックス・ウェーバーの比較宗教社会学を解説しなが
ら宗教・倫理・社会の連関について考察する。

中島　楽章（九州大学　大学院人文科学研究院
准教授）
横田　理博（九州大学　大学院人文科学研究院
教授）

インターネット 6時間 令和3年8月9日 教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科・公民

科教諭

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505024号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】経済・ビジネスの現代的
課題

　本講習では、経済・ビジネスにおける近年の変化を取り上
げ、そこに生起している現代的課題について取り上げるとと
もに、次世代の経済・ビジネスにおいて重要な論点となるで
ある無形資産および非財務情報（ESG情報など）について、
具体的事例を含めて解説します。
　本講習は、インターネットを利用した同時双方向型講習と
して実施します。主な受講対象者は中学校社会科教諭、高
等学校地理歴史科・公民科・商業科教諭です。

潮﨑　智美（九州大学　大学院経済学研究院准
教授）

インターネット 6時間 令和3年8月20日 教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科・公民
科・商業科教諭

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505025号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】現代物理学二講

現代物理学から、二つのテーマに絞って講習する。第一の
テーマは、特殊相対性理論の基本的な考え方、および自然
現象や工学的な応用との関連を講義する。第二のテーマ
は、光の干渉の観点から、量子力学の導出にいたる過程を
概説し、量子力学の初歩を講じる。特に、原子・分子・金属・
半導体・絶縁体を電気伝導を論じ、量子力学がそれらにど
のように反映されているかを解説する。

野村　清英（九州大学　大学院理学研究院准教
授）
渡部　行男（九州大学　大学院理学研究院教
授）

福岡県福岡市
西区

6時間 令和3年8月21日 教諭
高等学校理科教

諭
6,000円 50人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505026号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】英語学・米文学講義

本講義は二人の講師で担当し、前半で英語学の観点から
英語に内在する規則性について、後半でアメリカ文学の作
品を論じます。英語学では、英語の諸現象を構造的観点か
ら考察することにより、原理的な説明が可能となることを示し
ます。アメリカ文学では、小説の翻訳および映像化というふ
たつの「変換」を見ることで、言語や文化を学ぶことの意義を
考えます。

西岡　宣明（九州大学　大学院人文科学研究院
教授）
高野　泰志（九州大学　大学院人文科学研究院
准教授）

福岡県福岡市
西区

6時間 令和3年8月23日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 50人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505027号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】身近なマテリアルを話題
に取り上げる素養

私たちは、身近に有る材料の性質や構造、そこから生み出
される材料特性、巧みな利用方法を殆ど何も知らないまま
生活している。講習では、本講習で扱う材料の範囲の紹介
に続き、必要な材料特性を導き出すためのナノスケールで
の材料研究、身近な構造物の製作において材料が示す複
雑な側面などを学んだ後、材料選定の疑似体験を通して材
料の世界を身近に感じる素養を養うことで、「何故その材料
がそこに使われているのか」という疑問を話題に議論できる
ようになる。

石丸　学（九州工業大学　大学院工学研究院教
授）
北村　貴典（九州工業大学　大学院工学研究院
准教授）
横手　賢一（九州工業大学　大学院工学研究院
准教授）
本塚　智（九州工業大学　大学院工学研究院准
教授）

福岡県北九州
市戸畑区

6時間 令和3年8月19日 教諭
中学校・高等学

校理科教諭
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505028号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】明日からSDGsに貢献する
教師になるためのワークショップ

SDGs（持続可能な開発目標）は、昨今、急速に認知度が高
まっており、教育の場にも大きな影響を持ちつつある。本講
習では、SDGsに関する知識よりも、そのコンセプトをどのよ
うに活用するかに焦点を当てる。特に、教師として、あるい
は一市民として、自分自身が意識と行動の変容を起こし、自
分自身が起点となって物事を変えていこうとすることの重要
性を、ワークショップ形式で体感する。ワークショップには、
レゴ®シリアスプレイ®の手法を用いる。

大田　真彦（九州工業大学　教養教育院准教
授）

福岡県北九州
市戸畑区

6時間 令和3年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505029号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡教育大学
【選択】SDGs（持続可能な開発目
標）と子ども・若者・女性

SDGs（持続可能な開発目標）は、「地球上の誰一人取り残さ
ない」という理念の下、現在の国際開発における基調的な
枠組みとなっている。SDGsは途上国だけでなく、先進国に
とっても、その生産や消費、社会制度、日々の生活の在り方
などを問いかけ直すものである。SDGsの達成に向けて行動
することは、学校教育にとっても重要な課題のひとつであ
る。本講義では、SDGsの概要や現状を紹介した上で、特に
子どもや若者、女性をめぐる諸問題、学校の中での取組み
や実践事例について考える。

東野　充成（九州工業大学　教養教育院教授）
福岡県北九州
市戸畑区

6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養

護教諭
6,000円 50人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505030号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】子どもに関する社会政策

子どもに関係する社会制度や社会政策は多岐にわたる。代
表的なものは児童手当制度などの社会保障政策であるが、
その他にも、学校、労働、医療、司法、税制など、様々な政
策分野において子どもの問題は位置づけられる。本講義で
は、子どもに関する社会制度や社会政策の現状を概観する
とともに、現在の課題や今後の在り方について考える。とり
わけ、学校教育が子どもの様々な問題に対してどのような
役割を担いうるのか考察する。

東野　充成（九州工業大学　教養教育院教授）
福岡県北九州
市戸畑区

6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

全教諭（全学校
種・全教科）、養

護教諭
6,000円 50人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505031号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学 【選択】言語学概論

本講習では、我々にとって身近な存在である「言語」をより
深く理解するために必要な言語学での分析方法を概観す
る。その中で日本語・英語をはじめとした様々な言語がいか
なる普遍性をもち、どのような点で多様性が見られるのかを
検証していく。講習を通じて、言語(主に英語・日本語)学習
者が持ちうる疑問点や、学習の際に頻出するエラーについ
ても言語学的視点から考察していく。

平山　仁美（九州工業大学　教養教育院講師）
福岡県北九州
市戸畑区

6時間 令和3年8月24日 教諭

中学校・高等学
校英語科教諭、
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 50人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505032号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】授業でのコンピュータ活用
の初歩

教材準備や授業中の資料提示のためのワープロおよびプ
レゼンテーションソフトの利用、学習評価のための表計算ソ
フトの利用、インターネットを用いた情報の検索・収集・整理
など、授業に関するコンピュータやインターネットの活用指導
力が身に付くように実習を行いながら初歩から講習する。日
本語文字入力が可能であることが望ましい。

山口　真之介（九州工業大学　学習教育セン
ター助教）

福岡県飯塚市 6時間 令和3年8月20日 教諭
全教諭（全学校

種・全教科）
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505033号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】チーム学習の考え方と進
め方

教育手法の昨今の動向を踏まえたうえで、チーム学習の考
え方と進め方を参画型で実施する。受講者を４つのチーム
にわけて、多面スクリーン・机上ホワイトボード、多目的教具
などを用いて、講師から出された２つの模擬授業に対して、
チーム別に指導案を発表・討論・相互評価を行う。

Jahng,　Doosub（九州工業大学　大学院生命体
工学研究科教授）

福岡県北九州
市若松区

6時間 令和3年8月25日 教諭
中学校教諭（全

教科）
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505034号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】学びに向かう力を育み社
会的自立を目指すキャリア･カウ
ンセリング

キャリア教育は、子どもが、自らの人生の充実に向け、学
習・教育計画を立て、人間関係作りを行うなど、学校生活へ
の主体的な参画を目指した支援である。自己理解をふま
え、自分の強みを生かし自分らしい人生を生きることに向け
た備えである。そのために、キャリア・カウンセリングを活用
した学校での支援のあり方を検討する。
① 児童生徒理解の促進
② 学級でのキャリアガイダンス（演習）
③ キャリア・カウンセリングを活用した教育計画・試行
④ 保護者との連携の検討

西山　久子（大学院教育学研究科教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年8月17日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月21日

令03-
10076-
505035号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

福岡教育大学
【選択】手づくりものづくり　～伝
統の造形を起点に

　昔から伝わるものづくりの技法や表現をふまえながら、子
どもたちが新しい表現の世界と出会う、楽しい色やかたちの
造形活動とその授業構成を、体験を通して学ぶ。
　思い思いにつくった魚のかたちの幟が青空の下で元気に
泳ぐ「おさかなのぼりづくり」にとりくむ。

笹原　浩仁（教育学部准教授） 福岡県宗像市 6時間 令和3年6月13日 教諭
幼稚園・小学校
教諭、中学校美

術科教諭
6,000円 36人

令和3年4月16日～
令和3年5月9日

令03-
10076-
505036号

0940-35-1230
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佐賀大学
【選択】食品の栄養と機能につい
て学ぶ

食品の機能（一次機能、二次機能、三次機能）や五大栄養
素（炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル）の生体
内での役割、食品成分が健康や疾病に及ぼす影響などに
ついて講義形式で学びます。また、「日本人の食事摂取基
準」についても簡単に解説します。

井上　奈穂（農学部准教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年5月30日
教諭

栄養教
諭

小・中・高教諭
（家庭）、栄養教

諭
6,000円 40人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504136号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】体育授業・部活動指導の
ヒント「心理学を用いることで深ま
る運動・スポーツ指導のポイント」

小中高等学校での体育授業や運動部活動への活用を特に
想定しているが、全年代に共通する運動・スポーツ指導の
心理学のポイントを講義形式で解説する。特にスポーツ心
理学の視点から指導のあり方を考える。主な内容は二つで
ある。一つ目は運動技能を効果的に獲得させるのに役立つ
「運動学習」である。二つ目は、運動・スポーツへの興味・意
欲を持たせるための「モチベーション」について解説する。
実施形態：インターネット講習（オンデマンド型）

山津　幸司（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年5月30日～
令和3年6月6日

教諭 小・中・高教諭 6,000円 30人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504137号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】私たちの地球環境問題

地球温暖化や生物多様性の保全といった地球規模での環
境問題について、私たちの日々の生活と関連付けて問題の
本質を学び、これらが身近な問題であるという認識を深め、
各種学校での環境教育に活かせる知識を提供する（授業形
態：講義形式）

徳田　誠（農学部准教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年6月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504138号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】ロックンロールな英語教
育-リトミックス/歌の活用法

英語の歌を用いて授業を行う英語教育法の一例を具体的
に提示し、英語力の向上を目指す。

木原　誠（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年6月6日 教諭
中・高教諭（英

語）
6,000円 30人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504139号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】歌唱と合唱

授業形態は実習形式、講義形式を織り交ぜて行う。
学校教育において従来から常識となっているが、実は生徒
の側が歌うことをきらいになったり、声帯を壊してしまうよう
な負担を強いられているような発声指導や歌唱表現指導に
ついて、今後改善して頂きたい考え方を説明し、実際に実習
として実体験して頂くことで理解して頂きながら、小・中・高校
における歌唱指導や合唱指導のヒントになるトピックスも交
えた講習を行う。

板橋　江利也（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年6月12日 教諭
小・中・高・特支

教諭（音楽）
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504140号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】英語コミュニケーション能
力育成のための教材研究と授業
実践について

英語科教育における英語コミュニケーション能力の育成に
向けた教材研究と授業実践について考える講習です。実践
を支える第二言語習得研究を概観し、４技能の統合的活用
を促す言語活動の実践や指導について基本的・専門的知
識を深めていきます。教室英語の活用や、ディベート・ディス
カッションの指導、単元計画などについて理論・実践の両側
面から学びを広げ、指導技術の更なる向上を図ります。
実施形態：インターネット講習（オンデマンド型）

林　裕子（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年6月13日～
令和3年6月20日

教諭
小・中・高教諭

（英語）
6,000円 30人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504141号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】音楽の分析

音楽理論の基礎を確認し、和声理論を中心に作曲学的な楽
曲分析を行う。（講義形式）
（１）ドミナント進行（２）和音の機能（３）各種カデンツ（４）サブ
ドミナント進行（５）副Ⅴ和音（６）反復進行など和声理論の基
礎を学び、
それに基づいて、学校音楽教科書によくある楽曲を分析し、
その音楽表現について考察する。

橋本　正昭（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年7月4日 教諭
中・高教諭（音

楽）
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504142号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佐賀大学
【選択】子どもの心をつなぐ学級
づくりー人権の視点から

子ども同士がつながるための人間関係づくりの方法論と、集
団づくりの原則を学びます。  具体的には、トラブルへの対
応、班作り、ピアサポート、アサーショントレーニング、コミュ
ニケーションスキル、多様性など、ワークショップ形式で、
ロールプレイなど実際に体験しながら、共に学び合い、教師
としてのスキルを高めます。

松下　一世（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年7月4日 教諭 小・中教諭 6,000円 60人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504143号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】保育現場での音と体と心
の関係を考える

保育の中での音楽や踊り・ごっこ遊びなど、遊びの中での音
や体を動かすことと心の育ちの関係を考える。まずは講義を
聞いて考え、その後、実際にリトミックを取り入れたワーク
ショップの中で動いてみて、自分の身体を通して感じてみ
る。本講習は、幼小連携の観点から小学校教諭も対象とす
る。講義とワークショップ。

庄籠　道子（長崎大学　教育学部非常勤講師） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月8日 教諭 幼・小教諭 6,000円 30人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504144号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】自閉スペクトラム症の理
解と支援

自閉スペクトラム症の理解と支援に関して、「研究史」「定義
や頻度など」「体験世界」「支援のあり方」の観点から、講義
形態で授業を行なう。
実施形態：インターネット講習（オンデマンド型）

芳野　正昭（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年8月8日～
令和3年8月15日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504145号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】知的障害児の心理と支援

知的障害児について心理学的側面からの理解を深めるた
めに、最新の研究成果から認知・学習・行動等に関する基
本的な知見や考え方を解説する。これを踏まえて、発達や
学習への支援に必要な視点や方法に関する理解を深める。

松山　郁夫（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504146号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】最新の健康教育に繋げる
養護教諭の実践

社会の変化による子ども達の健康に関する現代的課題に
養護教諭が教育職・専門職として適切に対応できる専門性・
独自性・企画力・調整能力を理解するとともに、養護教諭が
とるべき行動の判断基準となる最新の知識の習得・実践に
繋ぐことができることを目的とする。
本講習においては、養護に関する科目のニーズの高い「救
急処置・学校伝染病」「薬理概論」「精神保健」などの内容を
中心に講義を行う。
実施形態：インターネット講習（オンデマンド型）

松尾　宗明（医学部小児科学教授）
中島　俊思（大学院学校教育学研究科准教授）
千々岩　峰子（吉野ヶ里町立三田川中学校　養
護教諭）

インターネット 6時間
令和3年8月17日～
令和3年8月24日

養護教
諭

養護教諭 6,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504147号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】学校における疾病予防と
保健管理

養護教諭は、学校保健活動の推進に当たって中核的な役
割を果たしており、現代的な健康課題の解決に向けて重要
な責務を負っている。
また、養護教諭が子どもの現代的な健康課題に適切に対応
していくためには、常に新たな知識や技能などを習得してい
く必要がある。
講義１、２においては、養護に関する科目のニーズの高い
「救急処置・学校伝染病」「薬理概論」「精神保健」「免疫学」
「環境保健」などの内容を中心に講義を行う。
実施形態：インターネット講習（オンデマンド型）

尾崎　岩太（保健管理センター准教授）
千々岩　峰子（吉野ヶ里町立三田川中学校　養
護教諭）

インターネット 6時間
令和3年8月18日～
令和3年8月25日

養護教
諭

養護教諭 6,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504148号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】ひとづくり・ものづくり

技術を教える教員として「ものづくり」の重要性を再認識す
る。また，世の中の構造物の安全がどのように担保されてい
るかを学ぶ。
実施形態：インターネット講習（オンデマンド型）

小野　文慈（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年8月18日～
令和3年8月25日

教諭
中・高教諭（技

術・工業）
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504149号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】地層観察実習　−地層を
読もう−

２日に分けて開講します。両日共、受講する必要がありま
す。
１日目（８月１８日）：唐津〜呼子の海岸で、主に堆積岩の地
層を観察します。
ルートマップ・地質図作成や柱状図の作成などをおこないま
す。
２日目（８月２０日）：太良町の竹崎火山の観察を行います。
火山噴出物（溶岩や火山弾など）の観察と、それからどのよ
うなことがわかるのかを学びます。

角縁　進（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間
令和3年8月18日、
令和3年8月20日

教諭
小・中・高・特支

教諭（理科）
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504150号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佐賀大学 【選択】日本における福祉の歴史

日本における古代社会の慈善活動から、現在に至るまでの
福祉の歴史的展開について概観し、日本人がこれまでどの
ような価値観から社会的弱者を救済していたのかを検討す
る。また、これらのことから得られた知見により、今後の少子
高齢社会・人口減少社会における社会福祉や教育のあり方
を深める。

松山　郁夫（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504151号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】書写教育の理論と実践

本講習は、新学習指導要領を踏まえた、小中学校国語科書
写の理論と実践を行います。
①書写の学習内容と指導内容
②硬筆書写の実践（※水書用筆含む）
③毛筆書写の実践
④指導のアイデアと授業実践法
上記の内容について知識と技能を身に付け、情報化社会に
おける「書」の位置づけや日常に生かす書字活動について
考え、自信を持って書写指導ができるようにする。

正寶　直美（教育学部准教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月21日 教諭
小・中教諭（国

語）
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504152号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】人権と共生

人権と共生を大テーマに、オムニバス形式でします。小テー
マは「性的少数者の人権」「在日外国人の人権」「部落問題
の今日的課題」「障害者の人権」です。人権が尊重される社
会を築くために、未来志向型、問題解決型の教育について
探求していきます。知識面だけでなく人権感覚を磨き、それ
ぞれが「気づき」から「行動」に変わることを大切にします。

松下　一世（教育学部教授）
吉岡　剛彦（教育学部教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 60人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504153号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】自閉スペクトラム症の捉
え方と療育支援の展開

1943年に最初の自閉症の報告がなされて以降、心因性とさ
れたり認知障害と見られたりする等捉え方が変わり、それに
伴って遊戯療法や行動療法等が試みられてきた。現在、重
視されている社会性の向上を目指した支援を中心に、これ
までの自閉症に対する捉え方と療育方法の展開について理
解を深める。

松山　郁夫（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504154号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】消費者教育の理念と展開

本講習は、消費者教育推進法（2012年制定）に基づく学校
教育として行われる消費者教育の趣旨・基本内容に関する
講習である。学校における消費者教育は、2022年4月の成
年年齢引下げという喫緊の課題への対応という観点のみな
らず、SDGs教育の一環としても重要な意味を持つ。使用テ
キストは以下のとおりである。なお、必要に応じて最新の資
料等を提供したい。
・消費者庁「社会への扉」
・同「社会への扉　教師用解説書」
※講習は講義形式による。

岩本　諭（経済学部教授・副学長・全学教育機
構長）

佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月24日 教諭

幼・小・中・高・特
支教諭（主に、社
会科、技術・家

庭）

6,000円 50人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504155号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】家族と支える発達障害、
心身症と不登校

子どもの心身症外来で診療経験のある小児科医が、発達
障害、心身症、不登校への対応について事例を示しながら
概説する。子どもの心を理解して問題への対処法を考え、
子どもと家族への支援（アドバイス）に活用する。講義①発
達障害（自閉症、アスペルガー症候群、ADHD）、②心身症
（思春期やせ症、自律神経失調症）と不登校、③子どもと家
族支援のカウンセリング（家族療法）

藤田　一郎（福岡女学院大学　人間関係学部教
授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月25日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・特支
教諭、養護教諭

6,000円 50人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504156号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】子ども理解のキホン，再
学習してみませんか①―認知発
達と発達障害―

子どもの認知発達と発達障害に焦点をあて，脳科学や最新
の研究知見などを交えながら，子どもの学習や学校生活を
めぐる困難を発達心理学的観点から整理し，日々の教育実
践の振り返りと再構築に繋げる。講義，事例を用いた個人
演習，グループワークを含む。

若本　純子（山梨大学　大学院総合研究部教育
学域教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504157号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佐賀大学
【選択】子ども理解のキホン，再
学習してみませんか②―愛着（ア
タッチメント）とその障害―

子どもの社会情緒の育ちにおける中心的な概念であるア
タッチメントとその障害に焦点をあて，教師・保育者に必要な
子ども理解やかかわりの基本となる発達臨床心理学の知見
を再学習する。講義，事例を用いた個人演習，グループ
ワークを含む。

若本　純子（山梨大学　大学院総合研究部教育
学域教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504158号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】これからの小学校国語科
の授業を考える

新学習指導要領の趣旨を正しく理解するとともに，小学校の
教科書に掲載されている作品を扱った単元づくりについて
考えます。単元の目標，学習課題やめあて，言語活動の設
定，問いを立てて解決すること，評価や試験問題づくりな
ど，小学校国語科の単元をまるごと考えます。

達富　洋二（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月27日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504159号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】教師と子どものギャップか
ら考える②―子どもたちはなぜ
SNSにハマるのか―

子どもたちがなぜSNSに熱中するのかを，なぜ教師からは
信じられないようなトラブルを起こすのかについて，豊富な
データと先行研究や資料をもとに子どもたちの視点から読
み解き，生徒指導や生活指導に対する示唆を提供する。講
義，事例を用いた個人演習，グループワークを含む。

若本　純子（山梨大学　大学院総合研究部教育
学域教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月28日
教諭

養護教
諭

小・中・高・特支
教諭，養護教諭

6,000円 80人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504160号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】住まいと生活

住まいや住生活に関する知識を深めるための話題提供を
行い、生活をより健康・快適で省エネルギー的にするための
住まいのあり方や身近な住まい方の工夫について考える。
講義、実習またはフィールドワーク（モデルハウスまたは民
家の見学）

澤島　智明（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月28日 教諭
中・高教諭（家庭

科）
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504161号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】生死をめぐる人権と倫理
を考える

人の生死にかかわる社会的課題を取り上げながら人権と倫
理のありかたを考える。各時限の具体的なテーマとして、出
生前診断と「いのちの選別」（優生思想）、安楽死・尊厳死と
「死の自己決定権」、裁判員時代の死刑制度、生存権と生
活保護制度を予定している。

吉岡　剛彦（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月28日 教諭
幼・小・中・高・特

支教諭
6,000円 30人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504162号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】心理劇を取り入れながら
保育・子育て支援を考える

量としての子育て支援と質としての子育て支援の違いなど、
子育て支援の方法や在り方を講義で学び、グループに分か
れて心理劇をして、いろんな子どもや親の役割を演じてみる
ことで気持ちを理解する一助とし、バズセッションで子育て支
援等の悩みを話し合う。本講習は、幼小連携の観点から小
学校教諭も対象とする。講義とワークショップ。

庄籠　道子（長崎大学　教育学部非常勤講師） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月29日 教諭 幼・小教諭 6,000円 30人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504163号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】実践から染色工芸を学ぶ
–葉を用いた型染め–

布や染料などの表現材料を用いた制作を通して、染色工芸
の手順や表現の特徴を理解する。また、造形教育において
大切な「制作工程の中での感動体験」や「自然の生み出す
形の豊かさを改めて見つめ直す経験」が教材として有効で
あることを実感し、学校教育活動における教材研究の一助
となることを目的としている。

鳥谷　さやか（芸術地域デザイン学部 講師） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月29日 教諭
小・中・高教諭

（美術）
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504164号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】これからの中学校国語科
の授業を考える

新学習指導要領の趣旨を正しく理解するとともに，中学校の
教科書に掲載されている作品を扱った単元づくりについて
考えます。単元の目標，学習課題やめあて，言語活動の設
定，問いを立てて解決すること，評価や試験問題づくりな
ど，中学校国語科の単元をまるごと考えます。

達富　洋二（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月31日 教諭
中学校教諭（国

語）
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504165号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】組織とマネジメントに関す
る基礎

学校や学級は組織であり，教師は少なくとも学級において
はマネジャー（管理者）である。また近年，「学校・学級経
営」，「PDCA]等教育現場においても経営学における考え方
が導入されてきている。本講習ではそれらを踏まえ，「組織
をどうとらえるのか」，「モチベーション」，「リーダーシップ」な
どを中心に「組織とマネジメントに関する基礎」について考察
する。

松尾　陽好（経済学部准教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504166号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佐賀大学
【選択】ＩＣＴ技術の教育現場への
応用

本講習では、インターネットやコンピュータを積極活用した教
育コンテンツの作成や情報発信の方法を講義や課題を通じ
て習得していただきます。オンデマンド動画を用いた講義部
分と、受講生の皆さんに実際に手を動かしてコンテンツを作
成して頂く演習から構成する予定です。
実施形態：インターネット講習（オンデマンド型）

奥村　浩（理工学部教授） インターネット 6時間
令和3年9月4日～
令和3年9月30日

教諭 中・高・特支教諭 6,000円 50人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504167号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】妊娠・出産のしくみ

妊娠・出産に関する学習は学習指導要領の小学校体育や
中学・高校の保健体育、家庭科などに示されています。ま
た、性教育は保健・体育を中心とし学校教育活動全体で取
り組むべきと言われています。児童・生徒の発達段階に応じ
て、適切な性に関する教育を行うためには、教員が妊娠・出
産に関する正しい知識を持っている必要があります。本講
義では、妊娠・出産に関する科学的知識を解説し、妊娠・出
産とその後の育児における男女の役割などについても話題
を提供する予定です。

中西　雪夫（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年9月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504168号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】伝統発酵食品の種類、製
造方法とその機能性

日本の伝統発酵食品(日本酒、味噌、醤油、お酢、焼酎など)
の歴史やその製造方法、その原理、健康への効果などを学
び、日本人としての生い立ち、発達の歴史、生活環境等の
幅広い知識を得ることにより、児童・生徒の伝統文化理解に
役立てることを目的とする。また実際のその造り方について
簡単な実験を体験してもらい、授業でも活かせるようにす
る。

北垣　浩志（農学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年9月11日
教諭

栄養教
諭

幼・小・中・高・特
支教諭、栄養教

諭
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504169号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】小中接続を考慮した算
数・数学の教育内容研究

小学校上学年(4年～6年)の算数科及び中学校第1学年の
数学科の教育内容について，中学までの数学の知識などを
用い，小中接続の観点を考慮して研究する。更に，それらを
活用した算数科・数学科の授業について考察する。基本的
には講義形態（一部演習を含む）で実施する。

瀧川　真也（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年9月11日 教諭
小・中教諭（数

学）
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504170号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】伝統発酵食品の種類、製
造方法とその機能性

日本の伝統発酵食品(日本酒、味噌、醤油、お酢、焼酎など)
の歴史やその製造方法、その原理、健康への効果などを学
び、日本人としての生い立ち、発達の歴史、生活環境等の
幅広い知識を得ることにより、児童・生徒の伝統文化理解に
役立てることを目的とする。また実際のその造り方について
簡単な実験を体験してもらい、授業でも活かせるようにす
る。

北垣　浩志（農学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年9月18日
教諭

栄養教
諭

幼・小・中・高・特
支教諭、栄養教

諭
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504171号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】幼児教育・保育における
「子どもの主体性」について実践
事例をとおして考える

本講習では、幼児教育・保育における子どもの「主体性」あ
るいは「主体的活動」を取り上げる。まずは幼児教育・保育
における「主体性」についての先行研究をもとに検討し、さら
に様々な保育実践を分析し、「子どもの主体性」を尊重した
活動展開のあり方を考える。可能な限りグループワークを行
う。

大元　千種（非常勤講師） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年9月18日 教諭 幼・小教諭 6,000円 30人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504172号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】実践から“やきもの”を学
ぶ–糸切細工成形・型を用いた成
形法–

型を使った磁器の伝統的な成形法の体験と講義を通して
“やきもの”を学ぶ。学校教育活動に活かすことができる簡
易な型の製作方法や未経験者でも成形できる方法を紹介す
る。

甲斐　広文（芸術地域デザイン学部講師）
佐賀県西松浦
郡有田町

6時間 令和3年9月18日 教諭
小・中・高・特支
教諭（美術工芸）

6,000円 15人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504173号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学

【選択】子どもの望ましくない行動
を減らし、望ましい行動を増やす
応用行動分析学とポジティブ行
動支援

知的障害・発達障害等を背景に持つ子どもの「望ましくない
行動」が続く理由と代わりとなる「望ましい行動」を獲得させ
る方法について，応用行動分析学（ABA）と、ポジティブ行動
支援（PBS） について学びます。前半は概論や事例から学
びます。後半は受講者から集めたエピソードを題材に、
ABA、PBSの観点からグループワークを行い、具体的にど
のように関われば良いのか支援方針・支援方法の検討を行
います。

日高　茂暢（教育学部講師） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年9月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504174号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佐賀大学
【選択】小学校生活科における
「遊び」を通した学び

小学校生活科における遊び活動を通した学びについて、
「遊びの学術的な先行研究」「現代の子供の生活と遊び」を
中心に概説する。さらに具体的な遊び道具を受講者に試作
してもらい、それらを活用した教材化の可能性について理解
を進めてもらう。

栗山　裕至（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年10月2日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504175号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学 【選択】音楽の理解
音楽の授業で歌われる教材をテキストにして、前半は音楽
の要素やその働きについて考え、後半は指揮法の実習を通
じて前半の内容の理解を深めていきます。

今井　治人（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年10月2日 教諭
幼・小・特支教諭

（音楽）
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504176号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】未来を拓く材料の化学～
化学によって作り出される新しい
材料（講義と実験）～

最新の材料研究の内容を講義形式および実験を交えて紹
介することによって，化学や材料が現代生活における技術
の根底を支えている分野であることを認識し，化学教育にお
ける背景強化とする。

成田　貴行（理工学部准教授）
坂口　幸一（理工学部准教授）

佐賀県佐賀市 6時間 令和3年10月2日 教諭
中・高教諭（理

科）
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504177号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】身近な植物観察と安全な
フィールド活動実践

教員の資質能力向上を目的として、文部科学省が推薦して
いるフィールド活動（植物観察）として園児・児童・生徒を引
率する際の注意事項を学ぶ。
午前中は、室内で生物観察のポイントと最近登場した外来
危険動植物などを学習した後に、キャンパス内で安全に配
慮した植物等の観察を実践する。午後は、マイクロバスで有
明海のシチメンソウなど塩生植物等を実際に観察する。

宮脇　博巳（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年10月31日 教諭
幼・小・中教諭

（理科）
6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504178号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】行動面の問題を抱える幼
児児童生徒への支援

行動面の問題を抱える幼児児童生徒について、(1) 基盤が
自閉スペクトラム症である群への対処、(2) 基盤を問わず、
持続する行動障害の強度および間歇的爆発の有無、の２つ
の視点に基づいて捉え、(1)に対する｢自閉症行動の理解と
対処の７つ道具｣、(2)に対する「行動障害の３＋１水準対処」
という方策を紹介する。学習指導要領、特に自立活動各項
目をこの視点でとらえ、関係諸機関との連携を含めて述べ
る。対面授業。映像資料を用いる。保健管理、食事摂取の
問題も触れる。

久野　建夫（國學院大学　人間開発学部非常勤
講師）

佐賀県佐賀市 6時間 令和3年11月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504179号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

佐賀大学
【選択】部活動・体育指導者として
知っておきたい「動きのコツ」（野
球の動作を中心に）

部活動や体育授業でスポーツを指導する際には「なぜそう
動くのか」「そのトレーニングの意味は？」といったことを生
徒に理解させた上で競技に取り組むことにより，競技力もよ
り向上し，論理的な思考力も育まれる。本講習では筋の特
性や力学法則を用いて「よい動き」について考察する。野球
の動きの例示を主とするが、受講者の専門種目に応じて講
習を進める。

井上　伸一（教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 令和3年12月5日 教諭
小・中・高・特支

教諭
6,000円 30人

令和3年4月17日～
令和3年4月23日

令03-
10079-
504180号

0952-28-8238
http://www.menkyo.sag
a-u.ac.jp/

鹿児島大学 【選択】多文化共生の地域づくり

同時双方向型（テレビ会議方式等）
本講習では、日本および鹿児島における内なる国際化の実
態を把握する。次に、日本での多文化共生の地域づくりに
向けた取り組みの実態及びその課題を諸外国の事例も踏
まえて理解する。最後に、学校現場で取り組むことができる
多文化共生の地域づくりにむけた事業を企画立案し発表す
る。なお、本講習では、zoomのブレイクアウトルーム機能を
用いてグループワークを多用する。

酒井　佑輔（学術研究院法文教育学域法文学
系准教授）

インターネット 6時間 令和3年7月3日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（公民）

教諭
6,000円 20人

令和3年4月20日～
令和3年6月12日

令03-
10084-
505085号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】唐詩と中国文学史

オンデマンド型（インターネット配信方式等）
この講習では，唐詩が中国文学史の中においてどのような
意味を持っていたのかを理解するための授業である。杜甫
や李白、王維など著名な詩人の詩を読みながら、その背景
および文学史的意義を説明し、詩の内容をよりよく理解する
ことを目的とする。中学校、高等学校の授業で中国の詩歌
や日本の古典文学を取り上げる際に必要となる重要な背景
知識を紹介する。

高津　孝（学術研究院法文教育学域法文学系
教授）

インターネット 6時間
令和3年7月10日～
令和3年7月16日

教諭
中学校（国語）・
高等学校（国語）

教諭
6,000円 50人

令和3年4月20日～
令和3年6月19日

令03-
10084-
505086号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】歴史研究の現在：日本史
と東洋史の事例から

オンデマンド型（インターネット配信方式等）
本講習は、東アジア史に関する近年の研究成果を紹介・解
説することを主な内容としている。前半の日本史学の講習で
は、日本中世の人物や事象に関する近年までの研究の成
果について、関連する史料をもとに講義する。後半では、日
本・中国などを中心とした東アジア貨幣史を題材として、近
年盛んになりつつあるアジア海域史研究の一端を紹介して
いく。

金井　静香（学術研究院法文教育学域法文学
系教授）
大田　由紀夫（学術研究院法文教育学域法文
学系教授）

インターネット 6時間
令和3年7月24日～
令和3年7月30日

教諭
中学校（社会）・
高等学校（地理

歴史）教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年7月3日

令03-
10084-
505087号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】多読、英語史

①スティーブ・コーダが担当する講習では、多読の取り組み
方法と結果について学ぶ。講義は、英語で行う。 ②末松が
担当する講習では、語法や文法を分かりやすく教えられるよ
う、その背景にある英語史の知識を深める。その上で、現代
英米語の実態を調査する方法を学び、最新の情報を授業に
活かせるようにすることを目指す。

Steve　Cother（学術研究院法文教育学域法文
学系教授）
末松　信子（学術研究院法文教育学域法文学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校（英語）・
高等学校（英語）

教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年7月14日

令03-
10084-
505088号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】組織と戦略の経営学

まずは企業（起業）の起源について，経営管理論の古典と
呼ばれるマックス・ウェーバーの考え方を交えながら説明す
る。次は組織と戦略と人材育成の関係について説明する。
最後は組織の中の人々について，「金銭報酬の効果」「働く
ことの意味」「過大評価の効果」の３つのトピックスを中心に
説明する。

王　鏡凱（学術研究院法文教育学域法文学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月6日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（公民・

商業）教諭
6,000円 30人

令和3年5月20日～
令和3年10月16日

令03-
10084-
505089号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月22日 教諭
小学校・中学校
（技術・理科）教

諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年7月1日

令03-
10084-
505090号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月30日 教諭
小学校・中学校
（技術・理科）教

諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年7月9日

令03-
10084-
505091号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月18日 教諭
小学校・中学校
（技術・理科）教

諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年7月28日

令03-
10084-
505092号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月24日 教諭
小学校・中学校
（技術・理科）教

諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年8月3日

令03-
10084-
505093号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】家庭科における消費者教
育

同時双方向型（テレビ会議方式等）
若年者の消費者被害の防止・救済のため、また、社会の一
員として行動する自立した消費者の育成のためには、家庭
科の授業においてどのような内容をどのような方法を用い
て伝えることが効果的であるのかについて実践的に学ぶ。

石橋　愛架（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月7日 教諭
小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～
令和3年7月17日

令03-
10084-
505094号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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鹿児島大学
【選択】家庭科における消費者教
育

同時双方向型（テレビ会議方式等）
若年者の消費者被害の防止・救済のため、また、社会の一
員として行動する自立した消費者の育成のためには、家庭
科の授業においてどのような内容をどのような方法を用い
て伝えることが効果的であるのかについて実践的に学ぶ。

石橋　愛架（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月21日 教諭
小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
10084-
505095号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】数学教育とプログラミング

同時双方向型（テレビ会議方式等）
題材を中学校および高等学校の数学教育内容に特化して,
プログラミングの解説を行う.
たとえば, 分数や複素数の計算, 曲線や曲面の描画, アニ
メーション等.
なおプログラミングのレベルは初級にとどめ, また実習中心
の講習とする.

磯川　幸直（学術研究院法文教育学域教育学
系特任教授）

インターネット 6時間 令和3年6月5日 教諭
中学校（数学）・
高等学校（数学）

教諭
6,000円 15人

令和3年4月20日～
令和3年5月15日

令03-
10084-
505096号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】プログラミングを用いた現
代的な情報処理

同時双方向型（テレビ会議方式等）
インターネット上の様々なサービス, たとえば Google
Map,GMail,Google Calendar 等を利用した現代的な情報処
理の方法を解説する. 
土台となるのはプログラミングの知識である. プログラミング
のレベルは初級にとどめ, また実習中心の講習とする.

磯川　幸直（学術研究院法文教育学域教育学
系特任教授）

インターネット 6時間 令和3年6月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 15人
令和3年4月20日～
令和3年5月22日

令03-
10084-
505097号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】小学校理科基礎実験

小学校の理科授業で観察・実験を指導する上で必要とな
る、指導内容に即した観察・実験に関する基礎的な知識と
技能を修得することを目指す。具体的な内容として、エネル
ギー領域の「電気の利用」やものづくり、粒子領域の「ものの
とけ方」「ものの燃え方」、生命領域の「身近な自然の観
察」、地球領域の「岩石の成り立ち」「岩石の区別」を中心に
取り扱い、講義と演習を組み合わせた形式で講習を行う予
定である。

内ノ倉　真吾（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
松井　智彰（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
錦織　寿（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
川西　基博（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 12人
令和3年4月20日～
令和3年5月30日

令03-
10084-
505098号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】理科からはじめる持続可
能な開発のための教育（ESD）

小学校・中学校における「持続可能な開発のための教育
（ESD）」の基礎的な知識と教科（理科）でのESDへ取り組む
方策を修得し、学校での実践を構想できるようになることを
目指す。具体的には、「持続可能な開発のための教育
（ESD）」や「持続可能な開発目標（SDGs）」の基礎的な知
識、理科でのESDに関連する取り組みとして、自然環境調査
を中心に取り扱い、講義と演習を組み合わせた形式で講習
を行う予定である。

内ノ倉　真吾（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
川西　基博（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年6月5日 教諭
小学校・中学校

（理科）教諭
6,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年5月15日

令03-
10084-
505099号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月5日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年5月15日

令03-
10084-
505100号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月19日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年5月29日

令03-
10084-
505101号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月26日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年6月5日

令03-
10084-
505102号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月3日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年6月12日

令03-
10084-
505103号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月17日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年6月26日

令03-
10084-
505104号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月24日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年7月3日

令03-
10084-
505105号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月31日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年7月10日

令03-
10084-
505106号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月20日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年7月30日

令03-
10084-
505107号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月21日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
10084-
505108号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や指導法、評価方法について実制作を通して学ぶ。静
物または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，
クレヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確
認する。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月7日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校(美術)・義
務教育学校・高

等学校(美術)・中
等教育学校(美
術)・特別支援学
校・幼保連携型
認定こども園教

諭

6,000円 10人
令和3年4月20日～
令和3年7月17日

令03-
10084-
505109号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や指導法、評価方法について実制作を通して学ぶ。静
物または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，
クレヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確
認する。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月23日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校(美術)・義
務教育学校・高

等学校(美術)・中
等教育学校(美
術)・特別支援学
校・幼保連携型
認定こども園教

諭

6,000円 10人
令和3年4月20日～

令和3年8月2日

令03-
10084-
505110号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や指導法、評価方法について実制作を通して学ぶ。静
物または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，
クレヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確
認する。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年9月25日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校(美術)・義
務教育学校・高

等学校(美術)・中
等教育学校(美
術)・特別支援学
校・幼保連携型
認定こども園教

諭

6,000円 10人
令和3年5月20日～

令和3年9月4日

令03-
10084-
505111号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や指導法、評価方法について実制作を通して学ぶ。静
物または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，
クレヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確
認する。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年10月2日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校(美術)・義
務教育学校・高

等学校(美術)・中
等教育学校(美
術)・特別支援学
校・幼保連携型
認定こども園教

諭

6,000円 10人
令和3年5月20日～
令和3年9月11日

令03-
10084-
505112号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や指導法、評価方法について実制作を通して学ぶ。静
物または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，
クレヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確
認する。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月3日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校(美術)・義
務教育学校・高

等学校(美術)・中
等教育学校(美
術)・特別支援学
校・幼保連携型
認定こども園教

諭

6,000円 10人
令和3年5月20日～
令和3年10月13日

令03-
10084-
505113号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や指導法、評価方法について実制作を通して学ぶ。静
物または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，
クレヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確
認する。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月20日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校(美術)・義
務教育学校・高

等学校(美術)・中
等教育学校(美
術)・特別支援学
校・幼保連携型
認定こども園教

諭

6,000円 10人
令和3年5月20日～
令和3年10月30日

令03-
10084-
505114号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】クロッキーとデッサン

絵画表現に必要な造形要素と、クロッキー・スケッチ・デッサ
ンの相違点と描画法について解説する。静物または人物モ
チーフの鉛筆スケッチ・クロッキーおよび木炭デッサンを行う
ことで、絵画教育に必要な指導法を確認する。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月26日 教諭
中学校（美術）・
高等学校（美術・

工芸）教諭
6,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年6月5日

令03-
10084-
505115号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】クロッキーとデッサン

絵画表現に必要な造形要素と、クロッキー・スケッチ・デッサ
ンの相違点と描画法について解説する。静物または人物モ
チーフの鉛筆スケッチ・クロッキーおよび木炭デッサンを行う
ことで、絵画教育に必要な指導法を確認する。

桶田　洋明（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校（美術）・
高等学校（美術・

工芸）教諭
6,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年7月14日

令03-
10084-
505116号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

０歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに母
子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，感
性の育み，言葉と思考，食事とトレーニング，自立性，整理
整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期における親
からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をもたらす
のかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月5日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年5月15日

令03-
10084-
505117号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

０歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに母
子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，感
性の育み，言葉と思考，食事とトレーニング，自立性，整理
整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期における親
からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をもたらす
のかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月10日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年6月19日

令03-
10084-
505118号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

０歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに母
子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，感
性の育み，言葉と思考，食事とトレーニング，自立性，整理
整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期における親
からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をもたらす
のかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月31日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年7月10日

令03-
10084-
505119号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

０歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに母
子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，感
性の育み，言葉と思考，食事とトレーニング，自立性，整理
整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期における親
からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をもたらす
のかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月7日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年7月17日

令03-
10084-
505120号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

０歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに母
子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，感
性の育み，言葉と思考，食事とトレーニング，自立性，整理
整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期における親
からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をもたらす
のかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月18日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年7月27日

令03-
10084-
505121号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

０歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに母
子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，感
性の育み，言葉と思考，食事とトレーニング，自立性，整理
整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期における親
からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をもたらす
のかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月29日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年8月8日

令03-
10084-
505122号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

０歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに母
子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，感
性の育み，言葉と思考，食事とトレーニング，自立性，整理
整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期における親
からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をもたらす
のかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年9月4日 教諭
幼稚園・幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 18人

令和3年5月20日～
令和3年8月14日

令03-
10084-
505123号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容
である。カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導
に反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月12日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校教諭、養護

教諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年5月22日

令03-
10084-
505124号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容
である。カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導
に反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月22日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校教諭、養護

教諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年7月1日

令03-
10084-
505125号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容
である。カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導
に反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月29日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校教諭、養護

教諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年7月8日

令03-
10084-
505126号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容
である。カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導
に反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月8日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校教諭、養護

教諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年7月18日

令03-
10084-
505127号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容
である。カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導
に反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月17日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校教諭、養護

教諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年7月27日

令03-
10084-
505128号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容
である。カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導
に反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月27日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校教諭、養護

教諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年8月6日

令03-
10084-
505129号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】思春期から青年期にかけ
ての生徒の人格・情緒発達

思春期から青年期にかけての生徒の人格・情緒面の特徴
について解説する。主なテーマは，思春期の傷つき，思春期
の友達関係，精神的回復力，完全主義，学級経営のあり
方，いじめ，不登校，保護者対応，思春期の生徒に対する
大人の役割，思春期・青年期に見られる心身の症状，現代
の青年期の特徴，青年期カウンセリングの特徴，自立といっ
た内容である。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月26日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭、養護教

諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年7月5日

令03-
10084-
505130号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】思春期から青年期にかけ
ての生徒の人格・情緒発達

思春期から青年期にかけての生徒の人格・情緒面の特徴
について解説する。主なテーマは，思春期の傷つき，思春期
の友達関係，精神的回復力，完全主義，学級経営のあり
方，いじめ，不登校，保護者対応，思春期の生徒に対する
大人の役割，思春期・青年期に見られる心身の症状，現代
の青年期の特徴，青年期カウンセリングの特徴，自立といっ
た内容である。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月3日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭、養護教

諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年7月13日

令03-
10084-
505131号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】思春期から青年期にかけ
ての生徒の人格・情緒発達

思春期から青年期にかけての生徒の人格・情緒面の特徴
について解説する。主なテーマは，思春期の傷つき，思春期
の友達関係，精神的回復力，完全主義，学級経営のあり
方，いじめ，不登校，保護者対応，思春期の生徒に対する
大人の役割，思春期・青年期に見られる心身の症状，現代
の青年期の特徴，青年期カウンセリングの特徴，自立といっ
た内容である。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月10日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭、養護教

諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年7月20日

令03-
10084-
505132号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】思春期から青年期にかけ
ての生徒の人格・情緒発達

思春期から青年期にかけての生徒の人格・情緒面の特徴
について解説する。主なテーマは，思春期の傷つき，思春期
の友達関係，精神的回復力，完全主義，学級経営のあり
方，いじめ，不登校，保護者対応，思春期の生徒に対する
大人の役割，思春期・青年期に見られる心身の症状，現代
の青年期の特徴，青年期カウンセリングの特徴，自立といっ
た内容である。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月25日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭、養護教

諭
6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年8月4日

令03-
10084-
505133号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】児童（小学校）期における
子どもの人格・情緒発達

小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の
内容である。すなわち，快体験と不快体験，けじめ感覚，現
実のルール，秩序感覚，中心性の感覚，抽象的な原理・原
則を考える力，優勝劣敗への抵抗力，コミュニケーションス
キル，自己効力感，自己肯定感，学習意欲である。また低
学年における行動形成と型の指導，規範意識，道徳教育の
必要性について解説する。さらに高学年のあり方についても
言及する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月23日
教諭

養護教
諭

小学校教諭，養
護教諭

6,000円 18人
令和3年4月20日～

令和3年7月2日

令03-
10084-
505134号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】児童（小学校）期における
子どもの人格・情緒発達

小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の
内容である。すなわち，快体験と不快体験，けじめ感覚，現
実のルール，秩序感覚，中心性の感覚，抽象的な原理・原
則を考える力，優勝劣敗への抵抗力，コミュニケーションス
キル，自己効力感，自己肯定感，学習意欲である。また低
学年における行動形成と型の指導，規範意識，道徳教育の
必要性について解説する。さらに高学年のあり方についても
言及する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月30日
教諭

養護教
諭

小学校教諭，養
護教諭

6,000円 18人
令和3年4月20日～

令和3年7月9日

令03-
10084-
505135号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】児童（小学校）期における
子どもの人格・情緒発達

小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の
内容である。すなわち，快体験と不快体験，けじめ感覚，現
実のルール，秩序感覚，中心性の感覚，抽象的な原理・原
則を考える力，優勝劣敗への抵抗力，コミュニケーションス
キル，自己効力感，自己肯定感，学習意欲である。また低
学年における行動形成と型の指導，規範意識，道徳教育の
必要性について解説する。さらに高学年のあり方についても
言及する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月6日
教諭

養護教
諭

小学校教諭，養
護教諭

6,000円 18人
令和3年4月20日～
令和3年7月16日

令03-
10084-
505136号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】児童（小学校）期における
子どもの人格・情緒発達

小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の
内容である。すなわち，快体験と不快体験，けじめ感覚，現
実のルール，秩序感覚，中心性の感覚，抽象的な原理・原
則を考える力，優勝劣敗への抵抗力，コミュニケーションス
キル，自己効力感，自己肯定感，学習意欲である。また低
学年における行動形成と型の指導，規範意識，道徳教育の
必要性について解説する。さらに高学年のあり方についても
言及する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

小学校教諭，養
護教諭

6,000円 18人
令和3年4月20日～
令和3年7月29日

令03-
10084-
505137号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】児童（小学校）期における
子どもの人格・情緒発達

小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の
内容である。すなわち，快体験と不快体験，けじめ感覚，現
実のルール，秩序感覚，中心性の感覚，抽象的な原理・原
則を考える力，優勝劣敗への抵抗力，コミュニケーションス
キル，自己効力感，自己肯定感，学習意欲である。また低
学年における行動形成と型の指導，規範意識，道徳教育の
必要性について解説する。さらに高学年のあり方についても
言及する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月24日
教諭

養護教
諭

小学校教諭，養
護教諭

6,000円 18人
令和3年4月20日～

令和3年8月3日

令03-
10084-
505138号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】学びとは何か，学習の成
立条件を考える

学びの本質について考察する。主な内容は理論と実践の関
係，「わかる」と「学び」の定義，社会像と学び，学びを捉える
二つの立場（個人と社会），個性について，実学志向と学
び，教師の役割，学ぶ必然性といったテーマについて解説
する。本講座の目的は，学びを捉える視点を紹介し，教師と
して生徒に学びを語る言葉を見つけてもらう点にある。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月27日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 18人
令和3年4月20日～

令和3年7月6日

令03-
10084-
505139号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学びとは何か，学習の成
立条件を考える

学びの本質について考察する。主な内容は理論と実践の関
係，「わかる」と「学び」の定義，社会像と学び，学びを捉える
二つの立場（個人と社会），個性について，実学志向と学
び，教師の役割，学ぶ必然性といったテーマについて解説
する。本講座の目的は，学びを捉える視点を紹介し，教師と
して生徒に学びを語る言葉を見つけてもらう点にある。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月4日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 18人
令和3年4月20日～
令和3年7月14日

令03-
10084-
505140号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】学びとは何か，学習の成
立条件を考える

学びの本質について考察する。主な内容は理論と実践の関
係，「わかる」と「学び」の定義，社会像と学び，学びを捉える
二つの立場（個人と社会），個性について，実学志向と学
び，教師の役割，学ぶ必然性といったテーマについて解説
する。本講座の目的は，学びを捉える視点を紹介し，教師と
して生徒に学びを語る言葉を見つけてもらう点にある。

假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月11日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 18人
令和3年4月20日～
令和3年7月21日

令03-
10084-
505141号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】保育環境と保護者支援

近年、地域社会の急激な変化によって、保育環境も変化し
て来ている。そこで、保育環境の変化について理解するた
めに、グループでワークショップを行う。内容は、保育のため
のKYT（危険予知トレーニング）と、障害のある幼児の保育
であるインクルーシブ保育の2点を中心に行う。さらに、全国
の事例を参照しながら保護者支援のための理解を深める。

久保田　治助（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）
今村　幸子（教育学部非常勤講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月1日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年7月11日

令03-
10084-
505142号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】保育環境と保護者支援

近年、地域社会の急激な変化によって、保育環境も変化し
て来ている。そこで、保育環境の変化について理解するた
めに、グループでワークショップを行う。内容は、保育のため
のKYT（危険予知トレーニング）と、障害のある幼児の保育
であるインクルーシブ保育の2点を中心に行う。さらに、全国
の事例を参照しながら保護者支援のための理解を深める。

久保田　治助（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）
今村　幸子（教育学部非常勤講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月7日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 30人

令和3年5月20日～
令和3年10月17日

令03-
10084-
505143号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】日本の家庭生活の現状と
家庭科教育

本講習では、日本の家庭生活の現状について、①高齢化な
らびに少子化に焦点を当て、現状（少子高齢化の将来像、
地域別でみた少子高齢化、少子高齢化の国際的動向、少
子高齢化の要因など）と課題の分析、②衣・食・住・消費生
活・保育など家庭生活に関連するそれぞれの生活に焦点を
当て、小・中・高等学校の家庭科の教育内容との関連の解
説を行う。

黒光　貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月19日 教諭
小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～
令和3年7月29日

令03-
10084-
505144号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】日本の家庭生活の現状と
家庭科教育

本講習では、日本の家庭生活の現状について、①高齢化な
らびに少子化に焦点を当て、現状（少子高齢化の将来像、
地域別でみた少子高齢化、少子高齢化の国際的動向、少
子高齢化の要因など）と課題の分析、②衣・食・住・消費生
活・保育など家庭生活に関連するそれぞれの生活に焦点を
当て、小・中・高等学校の家庭科の教育内容との関連の解
説を行う。

黒光　貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月28日 教諭
小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～

令和3年8月7日

令03-
10084-
505145号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】日本の住生活の現状と家
庭科教育

本講習では、住生活に焦点を当て、日本と外国の違いから
日本の住まいの特徴（靴を脱いで生活をするようになった理
由・畳を使うようになった理由など）を、住宅・土地統計調査
など住生活に関する調査から、日本の住生活の現状（住宅
数・建て方・所有形態別割合など）と課題を分析し、小・中・
高等学校の家庭科の教育内容（衣・食・住・消費生活・保育
など）との関連の解説を行う。

黒光　貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月20日 教諭
小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～
令和3年7月30日

令03-
10084-
505146号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】日本の住生活の現状と家
庭科教育

本講習では、住生活に焦点を当て、日本と外国の違いから
日本の住まいの特徴（靴を脱いで生活をするようになった理
由・畳を使うようになった理由など）を、住宅・土地統計調査
など住生活に関する調査から、日本の住生活の現状（住宅
数・建て方・所有形態別割合など）と課題を分析し、小・中・
高等学校の家庭科の教育内容（衣・食・住・消費生活・保育
など）との関連の解説を行う。

黒光　貴峰（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月29日 教諭
小学校・中学校
（家庭）・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～

令和3年8月8日

令03-
10084-
505147号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】意欲をはぐくむ教育実践

同時双方向型（テレビ会議方式等）
意欲に関する基礎的理解と子どもの意欲をはぐくむための
具体的な教育実践について、学級経営、学習指導、生徒指
導、特別活動など様々な視点から受講者自身の取り組みを
振り返るとともに、今後の教育実践の工夫について考える。

迫田　孝志（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
原之園　哲哉（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

インターネット 6時間 令和3年6月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・義務教
育学校・高等学
校・中等教育学
校・幼保連携型
認定こども園教

諭、養護教諭、栄
養教諭

6,000円 50人
令和3年4月20日～

令和3年6月6日

令03-
10084-
505148号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】意欲をはぐくむ教育実践

同時双方向型（テレビ会議方式等）
意欲に関する基礎的理解と子どもの意欲をはぐくむための
具体的な教育実践について、学級経営、学習指導、生徒指
導、特別活動など様々な視点から受講者自身の取り組みを
振り返るとともに、今後の教育実践の工夫について考える。

迫田　孝志（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
原之園　哲哉（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

インターネット 6時間 令和3年8月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・義務教
育学校・高等学
校・中等教育学
校・幼保連携型
認定こども園教

諭、養護教諭、栄
養教諭

6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年7月11日

令03-
10084-
505149号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】意欲をはぐくむ教育実践

同時双方向型（テレビ会議方式等）
意欲に関する基礎的理解と子どもの意欲をはぐくむための
具体的な教育実践について、学級経営、学習指導、生徒指
導、特別活動など様々な視点から受講者自身の取り組みを
振り返るとともに、今後の教育実践の工夫について考える。

迫田　孝志（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
原之園　哲哉（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

インターネット 6時間 令和3年9月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・義務教
育学校・高等学
校・中等教育学
校・幼保連携型
認定こども園教

諭、養護教諭、栄
養教諭

6,000円 50人
令和3年5月20日～

令和3年9月2日

令03-
10084-
505150号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】歴史研究と現代社会

歴史研究はどのように現代社会と向き合うのか。歴史研究
はともすれば、研究のための研究に埋没し、社会から遊離
した営みに陥りやすい。本講習では、現代社会に生起して
いる諸問題と向き合い、それを解決するための処方箋を歴
史研究の営みのなかから探ってみたい。その作業を通じ
て、歴史を学ぶ意義や可能性を理解し、歴史的事象を深く
掘り下げて考察できるようにする。

佐藤　宏之（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月19日 教諭
小学校・中学校

(社会)・高等学校
(地理・歴史)教諭

6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年5月29日

令03-
10084-
505151号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学 【選択】歴史研究と現代社会

歴史研究はどのように現代社会と向き合うのか。歴史研究
はともすれば、研究のための研究に埋没し、社会から遊離
した営みに陥りやすい。本講習では、現代社会に生起して
いる諸問題と向き合い、それを解決するための処方箋を歴
史研究の営みのなかから探ってみたい。その作業を通じ
て、歴史を学ぶ意義や可能性を理解し、歴史的事象を深く
掘り下げて考察できるようにする。

佐藤　宏之（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月31日 教諭
小学校・中学校

(社会)・高等学校
(地理・歴史)教諭

6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年7月10日

令03-
10084-
505152号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】歴史研究と地域社会

歴史は、大きな歴史（その時代の政府があった場所の歴史
／政治・経済・文化）と小さな歴史（身近な地域の歴史）が相
互に規定し合いながら構成されている。地域は、地理的空
間、時間軸を持った空間ととらえることができ、かつ重層的、
複合的な空間ということができる。本講習では、鹿児島県を
素材に地域にあてる焦点をさまざまに変えながら対象を多
面的に描き出すことをめざす。この作業を通じて、歴史的事
象を深く掘り下げて考察できるようにする。

佐藤　宏之（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月17日 教諭
小学校・中学校

(社会)・高等学校
(地理・歴史)教諭

6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年6月26日

令03-
10084-
505153号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】歴史研究と地域社会

歴史は、大きな歴史（その時代の政府があった場所の歴史
／政治・経済・文化）と小さな歴史（身近な地域の歴史）が相
互に規定し合いながら構成されている。地域は、地理的空
間、時間軸を持った空間ととらえることができ、かつ重層的、
複合的な空間ということができる。本講習では、鹿児島県を
素材に地域にあてる焦点をさまざまに変えながら対象を多
面的に描き出すことをめざす。この作業を通じて、歴史的事
象を深く掘り下げて考察できるようにする。

佐藤　宏之（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年10月2日 教諭
小学校・中学校

(社会)・高等学校
(地理・歴史)教諭

6,000円 30人
令和3年5月20日～
令和3年9月11日

令03-
10084-
505154号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期の社会性の発
達

本講習では，乳幼児期の社会性の発達を心理学の観点か
ら概説する。講習を通して子どもの発達理解の視点を整理
し，社会性の発達を支える保育者の役割についての理解を
深めることを目指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養
護教諭も受講できるが，『幼稚園教育要領』の領域「人間関
係」の一部に対応したものであり，幼稚園教諭を主たる対象
とした内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年7月10日
教諭

養護教
諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教

諭

6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年6月19日

令03-
10084-
505155号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期の社会性の発
達

本講習では，乳幼児期の社会性の発達を心理学の観点か
ら概説する。講習を通して子どもの発達理解の視点を整理
し，社会性の発達を支える保育者の役割についての理解を
深めることを目指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養
護教諭も受講できるが，『幼稚園教育要領』の領域「人間関
係」の一部に対応したものであり，幼稚園教諭を主たる対象
とした内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月23日
教諭

養護教
諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教

諭

6,000円 80人
令和3年4月20日～

令和3年8月2日

令03-
10084-
505156号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】乳幼児期の社会性の発
達

本講習では，乳幼児期の社会性の発達を心理学の観点か
ら概説する。講習を通して子どもの発達理解の視点を整理
し，社会性の発達を支える保育者の役割についての理解を
深めることを目指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養
護教諭も受講できるが，『幼稚園教育要領』の領域「人間関
係」の一部に対応したものであり，幼稚園教諭を主たる対象
とした内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年9月25日
教諭

養護教
諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教

諭

6,000円 80人
令和3年5月20日～

令和3年9月4日

令03-
10084-
505157号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学 【選択】幼児理解の心理

本講習では，幼児期の特徴を発達心理学の観点から概説
し，子どもの発達を支援するための保育者の役割について
考察する。その後，子ども理解に基づいた保育実践につい
て事例検討とグループ・ディスカッションを行い，子ども理解
の深化，保育の改善を目指す。なお，本講習は小学校等の
教諭，養護教諭も受講できるが，幼稚園教諭を主たる対象
とした内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年7月11日
教諭

養護教
諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教

諭

6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年6月20日

令03-
10084-
505158号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児理解の心理

本講習では，幼児期の特徴を発達心理学の観点から概説
し，子どもの発達を支援するための保育者の役割について
考察する。その後，子ども理解に基づいた保育実践につい
て事例検討とグループ・ディスカッションを行い，子ども理解
の深化，保育の改善を目指す。なお，本講習は小学校等の
教諭，養護教諭も受講できるが，幼稚園教諭を主たる対象
とした内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月24日
教諭

養護教
諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教

諭

6,000円 80人
令和3年4月20日～

令和3年8月3日

令03-
10084-
505159号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児理解の心理

本講習では，幼児期の特徴を発達心理学の観点から概説
し，子どもの発達を支援するための保育者の役割について
考察する。その後，子ども理解に基づいた保育実践につい
て事例検討とグループ・ディスカッションを行い，子ども理解
の深化，保育の改善を目指す。なお，本講習は小学校等の
教諭，養護教諭も受講できるが，幼稚園教諭を主たる対象
とした内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年9月26日
教諭

養護教
諭

幼稚園・特別支
援学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教

諭

6,000円 80人
令和3年5月20日～

令和3年9月5日

令03-
10084-
505160号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】幼児理解の方法

本講習では、エピソードやストーリー記述に基づく幼児理解
の方法について取り上げる。事例を通したディスカッションに
重きを置くため、講習を前半（3時間）と後半（3時間）の両日
に分ける。まず前半で幼児の心理学的特徴、幼児理解の方
法について概説する。2、3週間の実践観察期間を挟み、後
半では、受講者が持ち寄った事例検討とディスカッションを
行い、幼児を肯定的にとらえる視点と方法について理解を
深めていく。幼小連携の観点から小学校教諭も対象とする。

下木戸　隆司（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間
令和3年7月3日、
令和3年7月25日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校･幼
保連携型認定こ

ども園教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～
令和3年6月12日

令03-
10084-
505161号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】家庭科におけるパフォー
マンス評価を取り入れた授業デ
ザイン

児童・生徒の理解を適切に確かめる評価方法を開発し、授
業デザインに結びつけることが「主体的・対話的で深い学
び」を導く家庭科教育の実現のために求められる。本講習で
は評価方法の一例として「パフォーマンス評価」を取り上げ、
前半ではその理論を概説し、後半は小・中・高の家庭科（技
術・家庭科家庭分野）における実践的な評価課題の作成方
法について探究する。

瀨川　朗（学術研究院法文教育学域教育学系
講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月1日 教諭
小学校・中学校

(家庭)・高等学校
(家庭) 教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～
令和3年7月11日

令03-
10084-
505162号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】書写教育と文字文化

2日間の講習で硬筆・毛筆の理論と実技を行う。１日目は、
小・中学校の書写教育に必要な知識・技能の深化を図る。
学習指導要領、漢字・仮名の歴史，字体の標準等、また姿
勢・執筆，用筆と運筆，字形の整え方，配置・配列等であ
る。2日目は、楷書や行書で自選の語句や書の古典を書写
し、手書き文字の豊かさや文字文化の多様性を実感するこ
とを目的とする。

瀬筒　寛之（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和3年9月25日～
令和3年9月26日

教諭
小学校・中学校

(国語)教諭
12,000円 15人

令和3年5月20日～
令和3年9月4日

令03-
10084-
505163号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】書写教育と文字文化

2日間の講習で硬筆・毛筆の理論と実技を行う。１日目は、
小・中学校の書写教育に必要な知識・技能の深化を図る。
学習指導要領、漢字・仮名の歴史，字体の標準等、また姿
勢・執筆，用筆と運筆，字形の整え方，配置・配列等であ
る。2日目は、楷書や行書で自選の語句や書の古典を書写
し、手書き文字の豊かさや文字文化の多様性を実感するこ
とを目的とする。

瀬筒　寛之（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和3年10月16日～
令和3年10月17日

教諭
小学校・中学校

(国語)教諭
12,000円 15人

令和3年5月20日～
令和3年9月25日

令03-
10084-
505164号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学 【選択】書写教育と文字文化

2日間の講習で硬筆・毛筆の理論と実技を行う。１日目は、
小・中学校の書写教育に必要な知識・技能の深化を図る。
学習指導要領、漢字・仮名の歴史，字体の標準等、また姿
勢・執筆，用筆と運筆，字形の整え方，配置・配列等であ
る。2日目は、楷書や行書で自選の語句や書の古典を書写
し、手書き文字の豊かさや文字文化の多様性を実感するこ
とを目的とする。

瀬筒　寛之（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和3年11月6日～
令和3年11月7日

教諭
小学校・中学校

(国語)教諭
12,000円 15人

令和3年5月20日～
令和3年10月16日

令03-
10084-
505165号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校における「主体的・
対話的で深い学び」の実現を目
指す授業づくり

本講習では、小学校における授業改善、特に主体的・対話
的で深い学びの実現に向けた学習指導法の改善に焦点を
あてる。いくつかの教科等を例として、学習指導法改善のポ
イント等について確認する。また、指導上の課題などを分析
しながら、実態に応じた指導の工夫や改善策などについて
意見交換を行ったり、指導事例を検討したりすることで、効
果的な指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に
活かすことができるようにする。

髙味　淳（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
山口　幸彦（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月13日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年5月16日

令03-
10084-
505166号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校における「主体的・
対話的で深い学び」の実現を目
指す授業づくり

本講習では、小学校における授業改善、特に主体的・対話
的で深い学びの実現に向けた学習指導法の改善に焦点を
あてる。いくつかの教科等を例として、学習指導法改善のポ
イント等について確認する。また、指導上の課題などを分析
しながら、実態に応じた指導の工夫や改善策などについて
意見交換を行ったり、指導事例を検討したりすることで、効
果的な指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に
活かすことができるようにする。

髙味　淳（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
山口　幸彦（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年8月5日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年7月15日

令03-
10084-
505167号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校における「主体的・
対話的で深い学び」の実現を目
指す授業づくり

本講習では、小学校における授業改善、特に主体的・対話
的で深い学びの実現に向けた学習指導法の改善に焦点を
あてる。いくつかの教科等を例として、学習指導法改善のポ
イント等について確認する。また、指導上の課題などを分析
しながら、実態に応じた指導の工夫や改善策などについて
意見交換を行ったり、指導事例を検討したりすることで、効
果的な指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に
活かすことができるようにする。

髙味　淳（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
山口　幸彦（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年7月27日

令03-
10084-
505168号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校における「主体的・
対話的で深い学び」の実現を目
指す授業づくり

本講習では、小学校における授業改善、特に主体的・対話
的で深い学びの実現に向けた学習指導法の改善に焦点を
あてる。いくつかの教科等を例として、学習指導法改善のポ
イント等について確認する。また、指導上の課題などを分析
しながら、実態に応じた指導の工夫や改善策などについて
意見交換を行ったり、指導事例を検討したりすることで、効
果的な指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に
活かすことができるようにする。

髙味　淳（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
山口　幸彦（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年10月31日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年5月20日～
令和3年10月10日

令03-
10084-
505169号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校における「主体的・
対話的で深い学び」の実現を目
指す授業づくり

本講習では、小学校における授業改善、特に主体的・対話
的で深い学びの実現に向けた学習指導法の改善に焦点を
あてる。いくつかの教科等を例として、学習指導法改善のポ
イント等について確認する。また、指導上の課題などを分析
しながら、実態に応じた指導の工夫や改善策などについて
意見交換を行ったり、指導事例を検討したりすることで、効
果的な指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に
活かすことができるようにする。

髙味　淳（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
山口　幸彦（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月14日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年5月20日～
令和3年10月24日

令03-
10084-
505170号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】学外公共施設を活用した
科学教育

鹿児島市立科学館における実習，見学を含む講習を通し
て，学外公共施設を活用した科学と理科の学習について，
その意義と方法を考察する。学外公共施設は，幼児から大
人に至る広い年齢層の利用を目指しているので，本講習
は，科学教育に興味関心のある幼稚園教諭，幼保連携型
認定こども園教諭，小学校教諭，中学校理科担当教諭，義
務教育学校教諭を対象とする。

土田　理（学術研究院法文教育学域教育学系
教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月18日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校（理科）・
義務教育学校・
幼保連携型認定

こども園教諭

6,000円 40人
令和3年4月20日～
令和3年7月28日

令03-
10084-
505171号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学

【選択】子どもの心身の発育・発
達に応じた指導・支援―健康教
育・食育、特別支援教育の視点
から考える―

児童・生徒の心身の発育・発達に応じた指導・支援のために
は、教諭及び養護教諭・栄養教諭は、児童生徒理解の深
化、発達の段階に応じた健康教育の進め方など、幅広い知
見が必要となる。そこで、教育現場における喫緊の課題でも
ある健康教育・食育、特別支援教育を主眼として、午前は健
康教育・食育に関する講義・演習を受講する。午後は特別
支援教育、ユニバーサルデザインに関する講義・演習を受
講する。

德田　清信（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
小久保　博幸（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年5月16日

令03-
10084-
505172号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学

【選択】子どもの心身の発育・発
達に応じた指導・支援―健康教
育・食育、特別支援教育の視点
から考える―

児童・生徒の心身の発育・発達に応じた指導・支援のために
は、教諭及び養護教諭・栄養教諭は、児童生徒理解の深
化、発達の段階に応じた健康教育の進め方など、幅広い知
見が必要となる。そこで、教育現場における喫緊の課題でも
ある健康教育・食育、特別支援教育を主眼として、午前は健
康教育・食育に関する講義・演習を受講する。午後は特別
支援教育、ユニバーサルデザインに関する講義・演習を受
講する。

德田　清信（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
小久保　博幸（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年7月13日

令03-
10084-
505173号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学

【選択】子どもの心身の発育・発
達に応じた指導・支援―健康教
育・食育、特別支援教育の視点
から考える―

児童・生徒の心身の発育・発達に応じた指導・支援のために
は、教諭及び養護教諭・栄養教諭は、児童生徒理解の深
化、発達の段階に応じた健康教育の進め方など、幅広い知
見が必要となる。そこで、教育現場における喫緊の課題でも
ある健康教育・食育、特別支援教育を主眼として、午前は健
康教育・食育に関する講義・演習を受講する。午後は特別
支援教育、ユニバーサルデザインに関する講義・演習を受
講する。

德田　清信（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
小久保　博幸（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年7月27日

令03-
10084-
505174号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学

【選択】子どもの心身の発育・発
達に応じた指導・支援―健康教
育・食育、特別支援教育の視点
から考える―

児童・生徒の心身の発育・発達に応じた指導・支援のために
は、教諭及び養護教諭・栄養教諭は、児童生徒理解の深
化、発達の段階に応じた健康教育の進め方など、幅広い知
見が必要となる。そこで、教育現場における喫緊の課題でも
ある健康教育・食育、特別支援教育を主眼として、午前は健
康教育・食育に関する講義・演習を受講する。午後は特別
支援教育、ユニバーサルデザインに関する講義・演習を受
講する。

德田　清信（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
小久保　博幸（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年10月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年5月20日～
令和3年10月10日

令03-
10084-
505175号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学

【選択】子どもの心身の発育・発
達に応じた指導・支援―健康教
育・食育、特別支援教育の視点
から考える―

児童・生徒の心身の発育・発達に応じた指導・支援のために
は、教諭及び養護教諭・栄養教諭は、児童生徒理解の深
化、発達の段階に応じた健康教育の進め方など、幅広い知
見が必要となる。そこで、教育現場における喫緊の課題でも
ある健康教育・食育、特別支援教育を主眼として、午前は健
康教育・食育に関する講義・演習を受講する。午後は特別
支援教育、ユニバーサルデザインに関する講義・演習を受
講する。

德田　清信（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
小久保　博幸（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年5月20日～
令和3年10月31日

令03-
10084-
505176号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】小学校体育「ボール運動
（ゴール型）」の教材づくり

小学校体育「ボール運動領域（ゴール型）」で取り扱われる
ゲーム教材を，「バスケットボール」を例に取り扱う。前半は
種目特有の本質的な楽しさを担保しつつ，みんなが上手に
なり活躍できるようにするための基本的な考え方を学び，後
半は実技を通してその実践的な運用方法を学ぶ。なお，小
学校における事例を内容の中核とするため，主な受講対象
者を小学校教諭とするが，中・高等学校教諭も受講可とす
る。

中島　友樹（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月20日 教諭

小学校教諭（中
学校（保健体
育）・高等学校

（保健体育）教諭
も可）

6,000円 15人
令和3年5月20日～
令和3年10月30日

令03-
10084-
505177号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校体育「ボール運動
（ゴール型）」の教材づくり

小学校体育「ボール運動領域（ゴール型）」で取り扱われる
ゲーム教材を，「バスケットボール」を例に取り扱う。前半は
種目特有の本質的な楽しさを担保しつつ，みんなが上手に
なり活躍できるようにするための基本的な考え方を学び，後
半は実技を通してその実践的な運用方法を学ぶ。なお，小
学校における事例を内容の中核とするため，主な受講対象
者を小学校教諭とするが，中・高等学校教諭も受講可とす
る。

中島　友樹（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年11月27日 教諭

小学校教諭（中
学校（保健体
育）・高等学校

（保健体育）教諭
も可）

6,000円 15人
令和3年5月20日～
令和3年11月6日

令03-
10084-
505178号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校体育「ボール運動
（ネット型）」の教材づくり

小学校体育「ボール運動領域（ネット型）」で取り扱われる
ゲーム教材を，「バレーボール」を例に取り扱う。前半は種
目特有の本質的な楽しさを担保しつつ，みんなが上手にな
り活躍できるようにするための基本的な考え方を学び，後半
は実技を通してその実践的な運用方法を学ぶ。なお，小学
校における事例を内容の中核とするため，主な受講対象者
を小学校教諭とするが，中・高等学校教諭も受講可とする。

中島　友樹（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月6日 教諭

小学校教諭（中
学校（保健体
育）・高等学校

（保健体育）教諭
も可）

6,000円 15人
令和3年5月20日～
令和3年10月16日

令03-
10084-
505179号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校体育「ボール運動
（ベースボール型）」の教材づくり

小学校体育「ボール運動領域（ベースボール型）」で取り扱
われるゲーム教材を，「ソフトボール」を例に取り扱う。前半
は種目特有の本質的な楽しさを担保しつつ，みんなが上手
になり活躍できるようにするための基本的な考え方を学び，
後半は実技を通してその実践的な運用方法を学ぶ。なお，
小学校における事例を内容の中核とするため，主な受講対
象者を小学校教諭とするが，中・高等学校教諭も受講可と
する。

中島　友樹（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年10月30日 教諭

小学校教諭（中
学校（保健体
育）・高等学校

（保健体育）教諭
も可）

6,000円 15人
令和3年5月20日～
令和3年10月9日

令03-
10084-
505180号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】英語のしくみと異文化理
解の関係性

同時双方向型（テレビ会議方式等）
英語の音声・語彙・文構造・文法・正書法等のしくみは全て
互いに関連したものであり，さらに，それらは英語圏の文化
に深く根ざしている。このような認識のもと，英語によるコミュ
ニケーション能力を育成していく上で，特に日本人学習者に
とってどのようなことが問題となるのかを解説していく。

濱崎　孔一廊（学術研究院法文教育学域教育
学系教授）

インターネット 6時間 令和3年8月20日 教諭
小学校・中学校
（英語）・高等学
校（英語）教諭

6,000円 80人
令和3年4月20日～
令和3年7月30日

令03-
10084-
505181号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】小学校国語科における
「書くこと」の指導法

平成 29 年告示の学習指導要領における「書くこと」の言語
活動例（意見文等）を踏まえ、学習指導上のポイントについ
て理論的・実践的な整理を行う。また、各小学校が長期休業
中の課題として設定することが多い「生活文」を取り上げ、大
村はま氏の実践例を参考にしながら、今後の指導上の工夫
や改善点について考察を行う。なお、小学校の事例を多く扱
うため、主な受講対象者は小学校教諭とするが、中学校国
語科教諭も受講可能。

原田　義則（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月6日 教諭
小学校・中学校

（国語）教諭
6,000円 20人

令和3年5月20日～
令和3年10月16日

令03-
10084-
505182号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学 【選択】鹿児島の歴史探訪

現鹿児島県域は、日本国の南端に位置し、「日本国の南玄
関」としての役割を果たしてきました。平時には他国との交
易拠点になりましたが、時には対外勢力との戦闘の場にも
なりました。現鹿児島県域の歴史は、日本国の歴史と深い
関りがありますが、同時に中国大陸の歴史からも大きな影
響を受けています。小・中学校や高等学校・大学における歴
史教育において地域素材の活用は極めて重要な事です。
本講習では、地域素材を活用した歴史授業のあり方につい
て考察したいと考えています。関心を持つ先生方をお待ちし
ています。

日隈　正守（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月25日 教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（歴史、地理）

教諭

6,000円 40人
令和3年4月20日～

令和3年8月4日

令03-
10084-
505183号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】鹿児島の歴史探訪

現鹿児島県域は、日本国の南端に位置し、「日本国の南玄
関」としての役割を果たしてきました。平時には他国との交
易拠点になりましたが、時には対外勢力との戦闘の場にも
なりました。現鹿児島県域の歴史は、日本国の歴史と深い
関りがありますが、同時に中国大陸の歴史からも大きな影
響を受けています。小・中学校や高等学校・大学における歴
史教育において地域素材の活用は極めて重要な事です。
本講習では、地域素材を活用した歴史授業のあり方につい
て考察したいと考えています。関心を持つ先生方をお待ちし
ています。

日隈　正守（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月27日 教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（歴史、地理）

教諭

6,000円 40人
令和3年4月20日～

令和3年8月6日

令03-
10084-
505184号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】鹿児島の歴史探訪

現鹿児島県域は、日本国の南端に位置し、「日本国の南玄
関」としての役割を果たしてきました。平時には他国との交
易拠点になりましたが、時には対外勢力との戦闘の場にも
なりました。現鹿児島県域の歴史は、日本国の歴史と深い
関りがありますが、同時に中国大陸の歴史からも大きな影
響を受けています。小・中学校や高等学校・大学における歴
史教育において地域素材の活用は極めて重要な事です。
本講習では、地域素材を活用した歴史授業のあり方につい
て考察したいと考えています。関心を持つ先生方をお待ちし
ています。

日隈　正守（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年9月5日 教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（歴史、地理）

教諭

6,000円 40人
令和3年5月20日～
令和3年8月15日

令03-
10084-
505185号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】中学校技術科における金
属加工の基礎

中学校技術科の金属加工領域の内容について実習を中心
に学びます。金属加工の内容を久しく扱ってない，あるいは
免許外教科担任制度で担当している方なども想定し基本的
な内容になります。今回は鍛冶技術を中心に鍛造，研削そ
して熱処理などを扱う予定ですが，設備などの状況により変
更もあります。

深川　和良（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

7時間 令和3年8月20日 教諭
中学校（技術）教

諭
7,000円 8人

令和3年4月20日～
令和3年7月30日

令03-
10084-
505186号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】幼小連携によるスタートカ
リキュラムの推進と生活科教育
の授業づくり

本講習では、新しい学習指導要領が目指す「主体的・対話
的で深い学び」を実現するために、生活科教育の実践にお
いてその目標・内容・方法について具体的な改善策を講義
や演習により理解するとともに、幼小連携による小学校入門
期のスタートカリキュラムの課題について、自らの学校の指
導計画と実践上の課題をもとに検討し、その在り方やよりよ
い指導計画への改善へとつなげることができるようにする。
また、養護教諭については、「学校探検」や「先生のお仕事」
等、子供たちとのかかわりが多いこととスタートカリキュラム
が全校体制のもとに実施することが強く求められていること
から対象とする。

山口　幸彦（学術研究院法文教育学域教育学
系特任准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月26日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
幼保連携型認定
こども園教諭、養

護教諭

6,000円 30人
令和3年4月20日～

令和3年6月5日

令03-
10084-
505187号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】幼小連携によるスタートカ
リキュラムの推進と生活科教育
の授業づくり

本講習では、新しい学習指導要領が目指す「主体的・対話
的で深い学び」を実現するために、生活科教育の実践にお
いてその目標・内容・方法について具体的な改善策を講義
や演習により理解するとともに、幼小連携による小学校入門
期のスタートカリキュラムの課題について、自らの学校の指
導計画と実践上の課題をもとに検討し、その在り方やよりよ
い指導計画への改善へとつなげることができるようにする。
また、養護教諭については、「学校探検」や「先生のお仕事」
等、子供たちとのかかわりが多いこととスタートカリキュラム
が全校体制のもとに実施することが強く求められていること
から対象とする。

山口　幸彦（学術研究院法文教育学域教育学
系特任准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月28日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
幼保連携型認定
こども園教諭、養

護教諭

6,000円 30人
令和3年4月20日～

令和3年8月7日

令03-
10084-
505188号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】幼小連携によるスタートカ
リキュラムの推進と生活科教育
の授業づくり

本講習では、新しい学習指導要領が目指す「主体的・対話
的で深い学び」を実現するために、生活科教育の実践にお
いてその目標・内容・方法について具体的な改善策を講義
や演習により理解するとともに、幼小連携による小学校入門
期のスタートカリキュラムの課題について、自らの学校の指
導計画と実践上の課題をもとに検討し、その在り方やよりよ
い指導計画への改善へとつなげることができるようにする。
また、養護教諭については、「学校探検」や「先生のお仕事」
等、子供たちとのかかわりが多いこととスタートカリキュラム
が全校体制のもとに実施することが強く求められていること
から対象とする。

山口　幸彦（学術研究院法文教育学域教育学
系特任准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年12月4日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
幼保連携型認定
こども園教諭、養

護教諭

6,000円 30人
令和3年5月20日～
令和3年11月13日

令03-
10084-
505189号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】不登校に関する基本的な
理解と支援

不登校は，その背景や行動について，その本人と関わる機
会が少なくなるため，理解することが難しいとされる。そのた
め，教師にとって戸惑う課題の一つであると言えよう。本講
習では，不登校について，本人の感情や行動面に注目を
し，その理解について，いくつかの視点からの解説を行う。
また，支援のあり方については，事例を取り上げながら，検
討できる機会を設けていきたいと考える。

有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月9日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 80人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
10084-
505190号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】不登校に関する基本的な
理解と支援

不登校は，その背景や行動について，その本人と関わる機
会が少なくなるため，理解することが難しいとされる。そのた
め，教師にとって戸惑う課題の一つであると言えよう。本講
習では，不登校について，本人の感情や行動面に注目を
し，その理解について，いくつかの視点からの解説を行う。
また，支援のあり方については，事例を取り上げながら，検
討できる機会を設けていきたいと考える。

有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年10月17日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 30人
令和3年5月20日～
令和3年9月26日

令03-
10084-
505191号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】青少年の性行動に関する
理解と支援

若者の性行動と将来を見据えた健康増進教育に関して、積
極的推奨の差し止めとなっている子宮頸がん予防ワクチン
の話題も取り上げ、前半で提供する。後半では、スマート
フォン等のパーソナルメディアを介した若者の性行動に関す
る話題を取り上げ、その理解と指導支援のあり方について
情報を提供する。

有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
石走　知子（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月3日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 80人
令和3年5月20日～
令和3年10月13日

令03-
10084-
505192号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月19日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 20人

令和3年4月20日～
令和3年5月29日

令03-
10084-
505193号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月26日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 20人

令和3年4月20日～
令和3年6月5日

令03-
10084-
505194号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月10日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 20人

令和3年4月20日～
令和3年6月19日

令03-
10084-
505195号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年9月4日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 20人

令和3年5月20日～
令和3年8月14日

令03-
10084-
505196号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年9月11日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 20人

令和3年5月20日～
令和3年8月21日

令03-
10084-
505197号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年10月9日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 20人

令和3年5月20日～
令和3年9月18日

令03-
10084-
505198号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月23日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 20人

令和3年5月20日～
令和3年11月2日

令03-
10084-
505199号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月27日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 20人

令和3年5月20日～
令和3年11月6日

令03-
10084-
505200号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】授業に活かす体力科学
（小学校）

小学生の体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった児童を取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。そ
のうえで、体力の向上を図っていくための授業及び学校行
事等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を
探求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月1日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、養
護教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～
令和3年7月11日

令03-
10084-
505201号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】授業に活かす体力科学
（小学校）

小学生の体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった児童を取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。そ
のうえで、体力の向上を図っていくための授業及び学校行
事等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を
探求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月7日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、養
護教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～
令和3年7月17日

令03-
10084-
505202号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】授業に活かす体力科学
（中学・高校）

中学生・高校生の体力・運動能力について、時代差や地域
差、個人差の存在を体力科学の側面から示したうえで、そ
れぞれの「差」を発生させる要因について、社会環境や生活
環境といった生徒を取り巻く環境の相違や変化から概説を
行う。そのうえで、体力の向上を図っていくための授業及び
学校行事等への取り組みについて検討して、実践に活かす
方法を探求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月3日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭、養護教

諭
6,000円 20人

令和3年4月20日～
令和3年6月12日

令03-
10084-
505203号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】柔道授業における学習指
導法

武道必修化以降の柔道授業における現状と課題について
概説を行う。また、参加者のこれまでの指導実践における課
題を共有し、学習指導要領に示された技能の指導における
安全性の確保と種目特性を味わうカリキュラムについて演
習を通して理解を深める。具体的には、講義の他に、基本
動作・足技・手技・腰技・抑え技の実技を実施する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年10月2日 教諭
中学校（保健体
育）・高等学校

（保健体育）教諭
6,000円 16人

令和3年5月20日～
令和3年9月11日

令03-
10084-
505204号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】現代天文学入門

オンデマンド型（インターネット配信方式等）
最新の観測機器や理論モデルの発達により、近年、宇宙や
天体に関する知識は劇的に増えてきた。本講習では、宇宙
における物質循環（星や銀河の形成や進化）、巨大ブラック
ホールなどに関する最新の宇宙像を紹介するとともに、中
学・高校の授業とも関連する宇宙物理学の理論や観測技術
について解説する。

半田　利弘（学術研究院理工学域理学系教授）
和田　桂一（学術研究院理工学域理学系教授）

インターネット 6時間 令和3年6月19日 教諭
中学校（理科）・
高等学校（理科）

教諭
6,000円 40人

令和3年4月20日～
令和3年5月29日

令03-
10084-
505205号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】実習形式で行うウニの受
精と発生

ウニは発生学の研究材料として世界中で使われており、そ
の受精や発生については高等学校の教科書にも取り上げ
られている。本講習では動物の受精・発生について、簡単な
講義で理解を深めた上で、ウニの採集、輸送、飼育、人工
受精、顕微鏡による観察の方法を含め、その発生について
の解説を行う。その後に実際に人工受精実験を行い、受精
と卵割を観察、実験にはどのような準備が必要か、また授
業に実験をどう生かせるかを、考察していきたい。

塔筋　弘章（学術研究院理工学域理学系准教
授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月23日 教諭
中学校（理科）・
高等学校（理科）

教諭
6,000円 16人

令和3年4月20日～
令和3年7月2日

令03-
10084-
505206号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】古典数学から現代数学ま
で：解析概論・統計学

「解析概論」では，実際の現象からモデル方程式を導き，解
の導出及び解釈を通じて現象と数学の関係に対する理解を
深めます。
「統計学」では最新のデータ分析の話題を3つ提供します。
地震データのリスク解析、臨床試験の症例数設計、そして、
人工知能の基盤を担っている機械学習の理論的側面につ
いて概観します。

吉田　拓真（学術研究院理工学域理学系准教
授）
西田　詩（学術研究院理工学域理学系助教）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月16日 教諭
中学校（数学）・
高等学校（数学）

教諭
6,000円 40人

令和3年4月20日～
令和3年7月26日

令03-
10084-
505207号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】化学的アプローチで進め
るバイオ医薬の開発と環境問題
への取り組み

前半の「環境と分析化学」では、水銀など微量化学物質の
環境中での挙動について、さらに微量化学物質を測定する
方法について解説する。後半の「バイオ医薬品」では、様々
な疾患の治療薬として注目されている抗体医薬品の作用機
構を中心に、抗体の検査試薬としての利用、新たな高機能
性バイオ医薬品の開発への取り組みについて解説する。

伊東　祐二（学術研究院理工学域理学系教授）
児玉谷　仁（学術研究院理工学域理学系准教
授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月21日 教諭
中学校（理科）・
高等学校（理科）

教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
10084-
505208号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】子どもの健康と環境

同時双方向型（テレビ会議方式等）
生活習慣（食事・運動・睡眠など）や子どもの貧困などの社
会環境が子どもの健康に与える影響について、わが国の現
状と問題点を理解し、その対応について学ぶ。また、疾病予
防の概念を理解し、子どもの健康に影響を与える要因の一
般的な予防対策について理解する。本講習は、特定の教科
科目に特化するものではなく、全教科教員を対象とするもの
である。

郡山　千早（学術研究院医歯学域医学系教授）
山下　高明（学術研究院医歯学域鹿児島大学
病院助教）

インターネット 6時間 令和3年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年7月17日

令03-
10084-
505209号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】食育の基礎として学ぶ「お
いしく食べるための口の働き」：咀
嚼と味覚

本講習は、「おいしく食べる口腔の機能」をテーマとして、「咀
嚼」と「味覚」について教養を深めます。前半は、咀嚼を行う
ための神経・筋メカニズムと咀嚼することが脳に及ぼす影響
などについて学びます。後半は、うま味とコク・味覚遺伝子・
味覚学習・おいしさを感じる脳の働き・味覚の発達と老化な
どについて学びます。いずれも、「食育の基礎」となる身近な
題材から「精巧な人体のしくみ」の一端を解き明かす内容
で、全ての教科の教員を対象とします。講義に加えて、簡単
な実習も行います。

齋藤　充（学術研究院医歯学域歯学系教授）
三浦　裕仁（学術研究院医歯学域歯学系准教
授）
小栁　江梨子（学術研究院医歯学域歯学系助
教）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年6月26日

令03-
10084-
505210号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】社会を支える機械技術

私たちの生活は様々な機械技術に支えられています。
講習では、機械技術に関する以下の３つのテーマをとりあげ
ます。
１．社会インフラを支える構造用材料とその科学について
２．マイクロスケールにおける伝熱工学
３．振動現象の基礎
これらの内容について易しく解説します。

定松　直（学術研究院理工学域工学系准教授）
洪　定杓（学術研究院理工学域工学系准教授）
松﨑　健一郎（学術研究院理工学域工学系准
教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月23日 教諭
高等学校（理科・

工業）教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年8月2日

令03-
10084-
505211号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】社会を支える化学技術

電子製品、環境対応型の自動車、機能性衣料、医薬品など
の製造、および環境や食品の分析など、化学技術の発展に
より私たちの生活は豊かなものになっています。本講習で
は、生物化学・工学、計算化学、分析化学をベースとして、
生物機能を制御する分子を探索・創製して医薬品・機能性
食品等へと応用する研究例、生命科学に関する諸問題を志
向した計算理論やプログラム開発の研究例、最新の分析技
術の例などの解説を行います。

石川　岳志（学術研究院理工学域工学系教授）
橋本　雅仁（学術研究院理工学域工学系教授）
吉留　俊史（学術研究院理工学域工学系准教
授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月24日 教諭
中学校（理科）・
高等学校（理科･

工業）教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年8月3日

令03-
10084-
505212号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】現代社会を支える光工学

光の利用は，エネルギー源（太陽光）として，また情報伝達
媒体（ディスプレイ，光通信）として現代社会を支え，さらなる
今後の発展が期待される．そこで，前半は太陽光発電やそ
の蓄電技術を中心に，多様な電気の獲得と貯蔵方法につい
て紹介する。後半はもう一つの光の活用技術である複屈折
現象について紹介する。複屈折現象は方解石で見られるこ
とはよく知られているが，それを電気で制御することで液晶
パネルや光情報通信に活用されていることを紹介する。

野見山　輝明（学術研究院理工学域工学系准
教授）
真中　浩貴（学術研究院理工学域工学系助教）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年9月25日 教諭
中学校(理科)・高
等学校(理科・工

業)教諭
6,000円 30人

令和3年5月20日～
令和3年9月4日

令03-
10084-
505213号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】【農業と環境】農業科学の
最前線

農耕地において土壌が示す物質循環、作物生産、環境保
全に関与する土壌微生物群集の構造と機能について解説
する。地球規模の環境変動や人間の活動が農作物の栽培
に及ぼす影響と世界の作物栽培について概説する。また、
農業と水・物質循環に関わる現状や最新の研究成果につい
て概説し、近年の食料供給に伴う窒素フローの変化を解説
する。

境　雅夫（学術研究院農水産獣医学域農学系
教授）
遠城　道雄（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）
籾井　和朗（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校（理科）・
高等学校（理科・

農業）教諭
6,000円 20人

令和3年4月20日～
令和3年7月16日

令03-
10084-
505214号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】森林科学の最前線

林業の現状や課題について概説し、新しい林業の展開、森
林が地球環境保全などの多面的機能を発揮する上で林業
が果たす役割、森林資源の循環利用と主伐期を迎えた森林
の生産、森林の社会的評価、木材を建築材やパルプ原料だ
けでなく、木質バイオマスの熱や電気のエネルギー源として
の利用、新しい森林経営や林業へのＩＣＴの導入など、森
林、林業の現状や今後の展望などについて講述する。

西野　吉彦（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）
枚田　邦宏（学術研究院農水産獣医学域農学
系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月12日 教諭
中学校（理科）・
高等学校（理科・

農業）教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年7月22日

令03-
10084-
505215号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水辺の安全教育

水辺（河川や海岸等）で水や環境に関わる教育を安全に行
うために必要な安全管理に関する話題について、実際の事
故例や現地調査をもとに講習し、教員自身や学校でどのよ
うな事故防止策が行えるか指導を行う。また、水辺での教育
を含めた野外教育で、効果的な教育や安全管理にＵＡＶ（ド
ロ－ン）を活用するための基礎的な知識の講習も併せて行
う。

西　隆一郎（学術研究院農水産獣医学域水産
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年6月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和3年4月20日～
令和3年5月29日

令03-
10084-
505216号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】水辺の安全教育

水辺（河川や海岸等）で水や環境に関わる教育を安全に行
うために必要な安全管理に関する話題について、実際の事
故例や現地調査をもとに講習し、教員自身や学校でどのよ
うな事故防止策が行えるか指導を行う。また、水辺での教育
を含めた野外教育で、効果的な教育や安全管理にＵＡＶ（ド
ロ－ン）を活用するための基礎的な知識の講習も併せて行
う。

西　隆一郎（学術研究院農水産獣医学域水産
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和3年4月20日～
令和3年6月12日

令03-
10084-
505217号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】練習船を用いた海洋環境
教育手法

「操船実習」では、練習船を操船し、洋上教育に不可欠な船
舶の基本的な運動性能を理解する。「海洋観測実習」では、
CTDを使った海水温等の観測、計量魚群探知機を用いた資
源量データの取得・処理について学び、海洋情報処理に関
する教育手法を習得する。「生物サンプリング」では、簡易型
トロールネットを曳網して鹿児島湾の海底に棲息する魚類お
よび底生動物を採集し、その分類手法の実習を通じて海洋
の生物を用いた教育手法を習得する。

大富　潤（学術研究院農水産獣医学域水産学
系教授）
山中　有一（学術研究院農水産獣医学域水産
学系准教授）
幅野　明正（学術研究院農水産獣医学域水産
学系准教授）
藤枝　繁（学術研究院総合科学域総合研究学
系特任教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月26日 教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（高等学校（水
産）を優先）

6,000円 10人
令和3年5月20日～
令和3年11月5日

令03-
10084-
505218号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学

【選択】児童生徒の理解と対応
―発達障害を有する児童生徒へ
の関わりの工夫と学級の荒れへ
の対応―

午前は，発達障害や発達特性を有する児童生徒への関わ
りの工夫について考える。一人ひとりの困難さや教育的ニー
ズの理解の仕方を解説し、授業中の配慮や指示の出し方の
工夫、保護者との連携の仕方などについて事例を用いなが
ら考察する。
午後は，学級の荒れなど学校の教育機能が低下した状況
について考える。個人と集団の状態をどのように見立てて，
荒れを回復させていくのかポイントを解説する。その後，参
加者にも経験を振り返ってもらいながら，ディスカッションを
行う。

髙橋　佳代（学術研究院法文教育学域臨床心
理学系准教授）
吉村　隆之（学術研究院法文教育学域臨床心
理学系准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年7月3日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～
令和3年6月12日

令03-
10084-
505219号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】島の先史学（奄美・沖縄
諸島を中心に）

先史時代とは文字のない時代で、奄美・沖縄諸島では約３
万年前から1000年前までで、この地域に人が住み始めて９
５％以上の期間を占めます。この講習では世界の島々を紹
介しながら、奄美・沖縄諸島の先史時代について講義しま
す。そして、奄美・沖縄諸島の先史時代は世界的にみると、
世界的に大変珍しい文化現象があったことを解説します。人
類史・世界史に資する文化現象だと考えられます。

髙宮　広土（学術研究院総合科学域総合研究
学系教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年10月2日 教諭 全教諭 6,000円 10人
令和3年5月20日～
令和3年9月11日

令03-
10084-
505220号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学 【選択】島嶼の自然と人々

鹿児島県島嶼部を中心にアジア太平洋島嶼部における自
然環境とそこに生活する人の持つそれぞれの多様性とその
関係性について以下の学際的な視点から講義を行う。1)島
嶼の自然を海と陸に生息する生物の生態、2)島嶼環境にい
つ頃人々が移動しどのように適応してきたか、3)島嶼におい
て植物をもとにしてどのような文化を作り上げてきたか、4)島
嶼において人と自然と衛生動物の関係。

河合　渓（学術研究院学内共同教育研究学域
学内共同教育研究学系教授）
髙宮　広土（学術研究院学内共同教育研究学
域学内共同教育研究学系教授）
山本　宗立（学術研究院学内共同教育研究学
域学内共同教育研究学系准教授）
大塚　靖（学術研究院学内共同教育研究学域
学内共同教育研究学系准教授）
藤井　琢磨（学術研究院学内共同教育研究学
域学内共同教育研究学系特任助教）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年11月28日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 30人
令和3年5月20日～
令和3年11月7日

令03-
10084-
505221号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】郷土の歴史の学び方～考
古学と博物館～

近年は各地で旧石器時代から近代に至る遺跡から歴史の
見直しに迫る新たな発見があります。 遺跡から得られる情
報で歴史を考える学問が考古学です。遺跡は日本全国、ど
こでも身近なところにあり、郷土の歴史を学ぶ有効な素材に
なります。この講習では、考古学の基礎、遺跡の調べ方、考
古資料の見方について説明します。また出土資料が保存さ
れている博物館・郷土資料館の役割とその教育への活用法
を解説します。考古学から郷土の歴史を体験的に学ぶ方法
を考えます。

橋本　達也（学術研究院総合科学域共同学系
教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校・中学校

（社会）･高等学校
（地歴）教諭

6,000円 18人
令和3年4月20日～
令和3年7月16日

令03-
10084-
505222号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】生活と先端エネルギー

日々の生活には「エネルギー」が深く関わっています。その
ため中学・高校の理科授業をとおしてエネルギーを理解す
ることの重要度は今後ますます高まると思います。本講習で
はエネルギーと生活のつながりを意識し、簡単な実験を取り
入れながら、いろいろな「エネルギー」を紹介します。

伊藤　昌和（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月20日 教諭
中学校（理科）・
高等学校（理科）

教諭
6,000円 16人

令和3年5月20日～
令和3年10月30日

令03-
10084-
505223号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】変化する地球環境

地球環境問題が叫ばれて久しいが、その根本的な解決の
ためには現在の地球環境が地球の歴史の中でどのように
作られてきたものかを知ることが重要である。地球環境教育
を行うにあたり、鹿児島県の多様な自然環境がどのように
成立してきたのか？について学び、その希少性やその保護
のあり方について議論する。

井村　隆介（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年7月17日

令03-
10084-
505224号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】自然災害のメカニズム

本講習では、近年発生した災害事例をもとに気象・火山噴
火・地震による災害のメカニズムについて紹介し、自然現象
の科学的理解を深めるとともにそれに基づいた「備え」と「そ
の時の行動」の在り方について考える。そして、自然災害で
死なないために最も重要なことは何か？教育現場における
防災教育のあり方について議論する。また、「命を守る」とい
う観点から全教員を対象とする。

井村　隆介（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月20日～

令和3年8月7日

令03-
10084-
505225号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講
述する。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避
難生活―避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つ
の大きなテーマとする。また、本講習は、広義の「安全安心」
にかかわる内容であり、進行に応じて一次救命処置や非常
食等についても扱いたい。

岩船　昌起（学術研究院総合科学域総合教育
学系教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年6月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年5月23日

令03-
10084-
505226号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講
述する。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避
難生活―避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つ
の大きなテーマとする。また、本講習は、広義の「安全安心」
にかかわる内容であり、進行に応じて一次救命処置や非常
食等についても扱いたい。

岩船　昌起（学術研究院総合科学域総合教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
10084-
505227号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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令和３年度(第３回)認定
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対象職

種
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鹿児島大学 【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講
述する。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避
難生活―避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つ
の大きなテーマとする。また、本講習は、広義の「安全安心」
にかかわる内容であり、進行に応じて一次救命処置や非常
食等についても扱いたい。

岩船　昌起（学術研究院総合科学域総合教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年10月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年5月20日～
令和3年10月2日

令03-
10084-
505228号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講
述する。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避
難生活―避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つ
の大きなテーマとする。また、本講習は、広義の「安全安心」
にかかわる内容であり、進行に応じて一次救命処置や非常
食等についても扱いたい。

岩船　昌起（学術研究院総合科学域総合教育
学系教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年12月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年5月20日～
令和3年11月13日

令03-
10084-
505229号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】マネジメント理論から見る
人材育成の方向性

学校教育の目指すべき方向性として現代企業社会が求め
る人材像を理解することは有意義であり、具体的には、以下
の３つの視点から講習を進める。第１に、マネジメント理論
の変遷から理解される人材像の変化。第２に、担当講師に
よる教育実践事例。第３に、人材育成のトップランナーであ
るディズニー社の事例である。多面的な考察の結果として得
られた人材像の理解は、ひいては教育現場でのキャリア教
育に繋がっていく。

大前　慶和（学術研究院総合科学域総合教育
学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月31日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年7月10日

令03-
10084-
505230号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】マネジメント理論から見る
人材育成の方向性

学校教育の目指すべき方向性として現代企業社会が求め
る人材像を理解することは有意義であり、具体的には、以下
の３つの視点から講習を進める。第１に、マネジメント理論
の変遷から理解される人材像の変化。第２に、担当講師に
よる教育実践事例。第３に、人材育成のトップランナーであ
るディズニー社の事例である。多面的な考察の結果として得
られた人材像の理解は、ひいては教育現場でのキャリア教
育に繋がっていく。

大前　慶和（学術研究院総合科学域総合教育
学系教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年7月15日

令03-
10084-
505231号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】生態学基礎

オンデマンド型（インターネット配信方式等）
生態学の基本的な内容に関して；(1)生態学とはどのような
学問か、(2)生活史の適応進化、(3)個体群間の相互作用・
同種間の相互作用と異種間の相互作用、(4)生物群集とそ
の分布、(5)生態系の構造と機能、の内容を平易に解説す
る。身近に存在する動植物の生き様を科学的な観点から観
察できるようになることを目指す。学校教育の現場で、野外
観察指導の場において動植物の生態や生態系の機能を平
易に園児・児童・生徒に解説できる知識や手法の習得も目
指す。

冨山　清升（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

インターネット 6時間
令和3年6月19日～
令和3年6月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和3年4月20日～
令和3年5月29日

令03-
10084-
505232号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】生態学基礎

オンデマンド型（インターネット配信方式等）
生態学の基本的な内容に関して；(1)生態学とはどのような
学問か、(2)生活史の適応進化、(3)個体群間の相互作用・
同種間の相互作用と異種間の相互作用、(4)生物群集とそ
の分布、(5)生態系の構造と機能、の内容を平易に解説す
る。身近に存在する動植物の生き様を科学的な観点から観
察できるようになることを目指す。学校教育の現場で、野外
観察指導の場において動植物の生態や生態系の機能を平
易に園児・児童・生徒に解説できる知識や手法の習得も目
指す。

冨山　清升（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

インターネット 6時間
令和3年8月21日～
令和3年8月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人
令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
10084-
505233号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】あたらしい生き物観察法：
実践フィールド内分泌学

身近な生き物の観察は自然環境への興味や理解を深める
ために有効です。近年、野生動物を観察、分析する方法
は、リモートセンシングやIT技術を利用したマクロスケール
のものから、DNAなど野外で採取した様々な試料を分析す
るミクロスケールのものまで、目的に応じて多様な技術が開
発されています。本講習では、動物観察法の一つとして
フィールド内分泌学の解説と実習を行います。この手法を用
いて野生動物の何がわかるのか、また、どのように利用でき
るのかについて学びます。

藤田　志歩（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年10月16日 教諭

中学校・義務教
育学校・高等学
校・中等教育学
校（理科）教諭

6,000円 12人
令和3年5月20日～
令和3年9月25日

令03-
10084-
505234号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】動物園で学ぶ動物の行動
観察

動物のしぐさやかたちをじっくり観察することで、動物の生態
や生息環境を理解することができます。動物園は、さまざま
な動物を間近に観察することができるため、自然環境や生
き物の学びの場として有効です。本講習では、動物園で行
える行動観察法について実習形式で学びます。

藤田　志歩（学術研究院総合科学域総合教育
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年11月27日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・義務教
育学校・高等学
校・中等教育学
校（理科）教諭

6,000円 12人
令和3年5月20日～
令和3年11月6日

令03-
10084-
505235号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】アクティブラーニングとレ
ポート指導

同時双方向型（テレビ会議方式等）
「主体的・対話的で深い学び」を実現するに際しては、形成
的評価・総括的評価など様々な場面で作文・レポート・論文
作成といった課題を課す場合がある。しかし、作文・レポー
ト・論文の指導はそれ特有の困難があるように思われる。本
講習では、主として社会科・公民科・地歴科・国語科・総合的
な学習（探究）の時間などにおいて、作文・レポート・論文指
導を行う際のポイントについて初歩から学ぶこととしたい。

渡邊　弘（学術研究院総合科学域総合教育学
系准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月2日 教諭

中学校（国語・社
会）・義務教育学
校・高等学校（国
語・地歴・公民）・
中等教育学校教

諭

6,000円 80人
令和3年4月20日～
令和3年7月12日

令03-
10084-
505236号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】大学入試改革と新学習指
導要領

同時双方向型（テレビ会議方式等）
大学入試改革と新学習指導要領の要点について解説をし、
その上で、学校での教育活動（とりわけ授業）の改革をどの
ように進めていくべきか考察する。2021年1月から始まった
大学入学共通テストと授業改革の関連性に重点を置いて考
えたい。ただし、担当講師の専門分野との関係上、講習内
容のうち教科・科目に関わる部分は人文・社会系の諸教科・
科目（特に社会科・公民科・地歴科）に重点を置くことになる
（一定程度、他科目の動向に関しても触れたい）。

渡邊　弘（学術研究院総合科学域総合教育学
系准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校・中学校・
義務教育学校・
高等学校・中等
教育学校・特別
支援学校教諭

6,000円 80人
令和3年4月20日～
令和3年7月14日

令03-
10084-
505237号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】大学入試改革と新学習指
導要領

同時双方向型（テレビ会議方式等）
大学入試改革と新学習指導要領の要点について解説をし、
その上で、学校での教育活動（とりわけ授業）の改革をどの
ように進めていくべきか考察する。2021年1月から始まった
大学入学共通テストと授業改革の関連性に重点を置いて考
えたい。ただし、担当講師の専門分野との関係上、講習内
容のうち教科・科目に関わる部分は人文・社会系の諸教科・
科目（特に社会科・公民科・地歴科）に重点を置くことになる
（一定程度、他科目の動向に関しても触れたい）。

渡邊　弘（学術研究院総合科学域総合教育学
系准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校・中学校・
義務教育学校・
高等学校・中等
教育学校・特別
支援学校教諭

6,000円 80人
令和3年4月20日～
令和3年7月16日

令03-
10084-
505238号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】憲法の教え方

同時双方向型（テレビ会議方式等）　
憲法学習において児童・生徒が陥りやすい弱点をふまえ、
憲法の教え方について考える。例えば、「少数者の人権は、
多数派によって制限されてもやむを得ない」といった人権理
解に関する児童・生徒の誤解について、授業で扱う方法を
考える。憲法が目的とする「個人の尊重」の理念に沿って、
民主主義・立憲主義を共に重視しつつ、授業実践例も示し
ながら「明日の授業から使える」憲法教育の方法を具体的
に考えたい。

渡邊　弘（学術研究院総合科学域総合教育学
系准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月8日 教諭

小学校・中学校
（社会）・義務教
育学校・高等学
校（公民・地歴）・
中等教育学校・
特別支援学校教

諭

6,000円 80人
令和3年4月20日～
令和3年7月18日

令03-
10084-
505239号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】はじめてのNIE（新聞活用
教育）

同時双方向型（テレビ会議方式等）　
NIE（新聞活用教育）にはじめて取り組む先生を対象に、そ
の基礎的な理論、実践上の手法や、日常的な教育活動に
おける効果的な活用方法などを学ぶ。生活科／社会科／公
民科／家庭科／国語科などの教科・科目の授業や、食育／
健康教育／特別活動／総合的な学習の時間／総合的な探
求の時間などでも活用することができるような講習内容であ
る。また、高校国語の教科書でも紹介されている「まわしよ
み新聞」についても紹介する。

渡邊　弘（学術研究院総合科学域総合教育学
系准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 80人
令和3年4月20日～
令和3年7月20日

令03-
10084-
505240号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】著作権および知的財産権
制度の基礎知識とリスク管理

同時双方向型（テレビ会議方式等）　
情報が世界を巡るインターネット時代においては、SNSの普
及等により便利になった一方、多くのリスクが潜む。今や知
的財産権制度の理解は、ビジネスの世界に止まらず、あら
ゆる人々にとって自身を守るためにも必須のリテラシーの一
つである。本講習では、アフターコロナ・ウィズコロナ時代の
教育現場においても特に密接な著作権制度とそのリスク管
理を中心に説明するとともに、その他の知的財産権制度（特
許権、実用新案権、意匠権、商標権等）についても概説す
る。

髙橋　省吾（学術研究院総合科学域総合研究
学系教授）
村上　加奈子（学術研究院総合科学域総合研
究学系特任教授）

インターネット 6時間 令和3年8月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月20日～

令和3年8月5日

令03-
10084-
505241号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】地域防災の最前線

鹿児島県ではたびたび自然災害による被害が発生してい
る。本講習では，①地盤災害，②河川災害，③災害医療に
ついて取り上げ，地盤災害や河川災害の発生の仕組み，災
害の実態，災害対策などに関する最新の話題，災害発生時
の医療に関する現状や課題ついてわかりやすく講述する。

酒匂　一成（学術研究院理工学域工学系教授）
齋田　倫範（学術研究院理工学域工学系准教
授）
田松　裕一（学術研究院医歯学域歯学系教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人
令和3年4月20日～
令和3年7月16日

令03-
10084-
505242号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】ライフサイエンスを学ぶ

同時双方向型（テレビ会議方式等）
ライフサイエンスは、生物の営む生命現象を解明する学問
であり、近年、飛躍的な進歩を遂げてきました。そして、その
研究成果は、医療・創薬を始めとする様々な分野へ応用さ
れており、我々の生活の向上に貢献しています。本講習は、
ライフサイエンスの基礎及び最近のトピックスを学ぶことで、
ライフサイエンスに関する知識を深めることを目標にして実
施します。また、この講習は、特定の教科科目に特化してお
らず、専門の教員には平易であるかもしれません。

草野　秀一（学術研究院総合科学域総合研究
学系准教授）

インターネット 6時間 令和3年7月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年6月26日

令03-
10084-
505243号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】ライフサイエンスを学ぶ

ライフサイエンスは、生命現象を解明する学問です。そし
て、その研究成果は様々な分野へ応用され、我々の生活の
向上に貢献しています。本講習は、ライフサイエンスの基礎
及び最近のトピックスを学ぶことで、ライフサイエンスに関す
る知識を深めることを目標にして実施します。本講習は、特
定の教科科目に特化しておらず、専門の教員には平易であ
るかもしれません。また、ライフサイエンス領域で最もポピュ
ラーな実験手法であるPCR法によるDNAの増幅実験もお目
にかけたいと思っています。

草野　秀一（学術研究院総合科学域総合研究
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年7月28日

令03-
10084-
505244号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】DNA増幅実習〜PCR法を
理解する〜

PCR法は、極めて微量の試料から、目的とする特定のDNA
断片を選択的に増幅させる研究手法で、様々な分野で広く
利用されている生命科学技術の一つです。本講習は、成人
の90%以上に潜伏感染している平素無害なEBウイルスのゲ
ノムDNAを口腔拭い液から分離し、PCR法による遺伝子型
決定実験を実施することでPCR法を理解し、今後の理科教
育に役立ててもらうことを目標にしています。この講習は、そ
の専門性から中学・高校の理系教員を対象とします。

草野　秀一（学術研究院総合科学域総合研究
学系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月24日 教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科・
農業・工業・水

産）教諭

6,000円 15人
令和3年4月20日～

令和3年8月3日

令03-
10084-
505245号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】保育の質の向上と保育実
技

幼児教育の無償化が始まり、保育の質が問われることと
なった。保育の質を向上させるためには、保育者の資質の
向上が必要である。本講習では、「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」に視点を当てた保育事例を通して研修を深
めるとともに、実際の保育に役立つ実技研修も実施する。ま
た、特別支援教育や幼小接続など幼児教育の今日的課題
についても、各園の現状と課題を受講者同士で情報交換し
ながら講習を進める。

大重　守（教育学部附属幼稚園副園長）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月4日 教諭
幼稚園・小学校・
幼保連携型認定

こども園教諭
6,000円 60人

令和3年4月20日～
令和3年7月14日

令03-
10084-
505246号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】保育の質の向上と保育実
技

幼児教育の無償化が始まり、保育の質が問われることと
なった。保育の質を向上させるためには、保育者の資質の
向上が必要である。本講習では、「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」に視点を当てた保育事例を通して研修を深
めるとともに、実際の保育に役立つ実技研修も実施する。ま
た、特別支援教育や幼小接続など幼児教育の今日的課題
についても、各園の現状と課題を受講者同士で情報交換し
ながら講習を進める。

大重　守（教育学部附属幼稚園副園長）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月5日 教諭
幼稚園・小学校・
幼保連携型認定

こども園教諭
6,000円 60人

令和3年4月20日～
令和3年7月15日

令03-
10084-
505247号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】数学科　授業とテスト作成
の基礎・基本/附属中の学びの様
子を通して

新学習指導要領に新しく登場した「データの分布（箱ひげ
図）」についての授業デザインについて考える。また、指導と
評価の一体化という視点から、附属中学校で実施している
定期テストについて、その作成の仕方や問題作りについて
考える。その際、本校生徒の実態を、学校生活(行事等の取
組)を参観(映像や実際の活動(予定))を参観し、教育活動の
一環としての授業デザインや指導の在り方についても学ぶ
講習となります。

竹下　洋一（教育学部附属中学校主幹教諭）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月30日 教諭
中学校(数学)教

諭
6,000円 14人

令和3年4月20日～
令和3年7月9日

令03-
10084-
505248号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】保育所・幼稚園における
特別支援教育

障害者差別解消法の施行に伴い，保育所・幼稚園において
もインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育
の推進が課題となっている。本講習は，保育所・幼稚園にお
ける巡回相談の事例を紹介するとともに，講義・演習を通し
て，合理的配慮の観点や障害のある幼児を中心に考えたユ
ニバーサルデザイン化を取り入れた支援の方法，事例検討
会などについて取り扱う。

奥　政治（教育学部附属特別支援学校副校長）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月27日 教諭
幼稚園、幼保連
携型認定こども

園教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年7月6日

令03-
10084-
505249号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】特別支援教育における授
業づくり（幼・小・中・高等学校教
諭，養護教諭対象）

特別支援教育において，一人一人の教育的ニーズに応じた
授業を具体的にどう進めたらよいかが課題となっている。本
講習では，特別支援教育の現状について紹介するととも
に，講義・演習を通して，子どもが主体となって学習に参加
する授業づくりの視点や日々の授業研究やケースカンファレ
ンスの方法等について具体的に取り扱っていく。また，共生
社会の実現に向けた心のバリアフリーについても取り扱うこ
ととする。

奥　政治（教育学部附属特別支援学校副校長）
甫立　将章（教育学部附属特別支援学校教頭）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月28日
教諭

養護教
諭

幼稚園・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・幼保連携型
認定こども園教
諭、養護教諭

6,000円 30人
令和3年4月20日～

令和3年7月7日

令03-
10084-
505250号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】特別支援教育における授
業づくり（特別支援学校教諭対
象）

特別支援教育において，一人一人の教育的ニーズに応じた
授業を具体的にどう進めたらよいかが課題となっている。本
講習では，特別支援教育の現状について紹介するととも
に，ＰＤＣＡサイクルに基づいた本校のカリキュラム・マネジ
メントの考え方を基に，子どもが主体となって学習に参加す
る授業づくりの視点や日々の授業研究の方法等について，
講義・演習を通して具体的に取り扱っていく。

奥　政治（教育学部附属特別支援学校副校長）
甫立　将章（教育学部附属特別支援学校教頭）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月29日 教諭
特別支援学校教

諭
6,000円 15人

令和3年4月20日～
令和3年7月8日

令03-
10084-
505251号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島大学
【選択】特別支援学校のＩＣＴ活用
事例から学ぶ～プレゼンソフトで
作るデジタル教材～

特別支援学校におけるＩＣＴ活用の実際について，新学習指
導要領のポイントを押さえながら，各教科の理解を促進する
ための活用，認知特性や感覚機能障害，運動機能障害を
補う機器としての活用，意思疎通の補助的・代替的手段等
を紹介する。特に，この講座では，プレゼンテーションソフト
の基礎的な操作方法を演習形式で扱い，モデルとなる教材
や自作教材の作成を通して，特別支援教育の視点でＩＣＴを
活用できるようにする。

甫立　将章（教育学部附属特別支援学校教頭）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月30日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円 15人
令和3年4月20日～

令和3年7月9日

令03-
10084-
505252号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学 【選択】身の回りの放射線と教育

本講習では（１）原子核の安定性と放射能，（２）放射線の性
質と物質の相互作用，（３）放射線の生体に与える影響，
（４）暮らし・研究に使われている放射線，（５）原子力発電に
ついて学び，（６）子供にもできる実験等で放射線教育につ
いて検討する。演習と調査についてはグループを組んで実
施するとともに，議論においてはファシリテータを互選し，ア
クティブラーニング型教育の導入について実践を兼ねて検
討する。

中村　祐三（学術研究院理工学域工学系准教
授）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和3年8月28日～
令和3年8月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 60人
令和3年4月20日～

令和3年8月7日

令03-
10084-
505253号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】自然の理解に役立つ博物
館資料

講義・演習・見学を通じて、博物館施設を活用した科学と理
科の学習について、その意義と方法を考察する。博物館施
設（動物園・水族館・植物園・自然史博物館）の資料を活用
して、「興味・関心と知識のフィードバック」の原理を持って子
どもたちの学習意欲につなげる。本講習は科学教育に関心
のある中学校理科・高等学校の理科担当教諭を対象とす
る。

鮫島　正道（非常勤講師）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月10日 教諭
中学校（理科）・
高等学校（理科）

教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年6月19日

令03-
10084-
505254号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】自然の理解に役立つ博物
館資料と自然遊び

講義・演習・見学を通じて、博物館施設を活用した自然界の
学習について、その意義と方法を考察する。博物館施設（動
物園・水族館・植物園・自然史博物館等）の資料を活用し
て、「興味・関心と知識のフィードバック」の原理をもって子ど
もたちの学習意欲につなげる。本講習は科学教育に関心の
ある幼稚園教諭・小学校教諭を対象とする。

鮫島　正道（非常勤講師）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月17日 教諭
幼稚園・小学校・
幼保連携型認定

こども園教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年6月26日

令03-
10084-
505255号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】奄美諸島の自然の理解と
博物館資料

講義・演習・見学を通じて、博物館施設を活用した自然界の
学習について、その意義と方法を考察する。奄美諸島の魅
力と特性について概説し、博物館施設の資料を活用して、
「興味・関心と知識のフィードバック」の原理をもって子どもた
ちの学習意欲につなげる。本講習は科学教育に関心のある
幼稚園教諭・小学校教諭・中・高の理科担当教諭を対象と
する。

鮫島　正道（非常勤講師）
鹿児島県奄美
市

6時間 令和3年7月25日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校（理科）・
高等学校（理

科）・幼保連携型
認定こども園教

諭

6,000円 30人
令和3年4月20日～

令和3年7月4日

令03-
10084-
505256号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】食育の最新情報、食に関
する指導ならびに衛生管理の実
際

国が、平成28年に策定した「第3次食育推進基本計画」で
は、新たに、若い世代に対する食生活改善の必要性、貧困
状況にある子どもの増加など食をめぐる社会状況の変化に
応じた課題を提起している。こうした最新事情とともに､今日
の児童生徒の食生活の課題について､並びに学校における
衛生管理責任者の役割について考察する。受講対象者は
標記の通りだが、食育並びに給食の管理について関心の高
い受講者を希望する。

多田　司（鹿児島県立短期大学　生活科学科准
教授）
町田　和恵（鹿児島県立短期大学　生活科学科
教授）
山下　三香子（鹿児島県立短期大学　生活科学
科准教授）
亀井　勇統（鹿児島県立短期大学　生活科学科
教授）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教
授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年6月30日

令03-
10084-
505257号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp

鹿児島大学
【選択】食をめぐる文化的背景と
鹿児島県の産業と食

食育をすすめるに当たって、「食をめぐる文化的背景」に関
する理解は必要であり、日本と中国の歴史的かつ文学的な
観点から考察する。さらに、地産地消をすすめる上でも、鹿
児島県の特産品である「お茶」や枕崎の「鰹節」に関する知
識理解は重要である。受講対象者は標記の通りだが、食育
について関心の高い受講者を希望する。

竹本　寛秋（鹿児島県立短期大学　文学科准教
授）
土肥　克己（鹿児島県立短期大学　文学科教
授）
木下　朋美（鹿児島県立短期大学　生活科学科
助教）
福田　忠弘（鹿児島県立短期大学　商経学科教
授）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教
授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・幼保連
携型認定こども
園教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 30人
令和3年4月20日～

令和3年7月7日

令03-
10084-
505258号

099-285-7314
https://www.kagoshima
-u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿屋体育大学
【選択】小学校体育を中心とした
指導法－水泳・テニス

小学校の体育を中心に講習を行う。
講習の内容は、水泳とテニスを中心とした体育の実技に関
するものとし、学習指導要領に基づき講義及び実技形式で
実施する。
履修の認定にあたっては、筆記試験と実技試験の総合成績
によって評価する。

萬久　博敏（スポーツ・武道実践科学系准教授）
成田　建造（スポーツ・武道実践科学系助教）
髙橋　仁夫（スポーツ・武道実践科学系教授兼
系主任）
村上　俊祐（スポーツ・武道実践科学系助教）

鹿児島県鹿屋
市

6時間 令和3年7月28日 教諭

小学校、中学校
（保健体育）、高
校（保健体育）教

諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～
令和3年7月14日

令03-
10085-
505823号

0994-46-4865
https://www.nifs-
k.ac.jp/

鹿屋体育大学
【選択】中学校・高校体育を中心
とした指導法－陸上競技・バス
ケットボール

中学校及び高等学校の体育を中心に講習を行う。
講習の内容は、陸上競技（長距離、跳躍）及びバスケット
ボールを主とした
「ゴール型の球技」を中心に、学習指導要領に基づき講義
及び実技形式で実施する。

松村　勲（スポーツ・武道実践科学系准教授）
小森　大輔（スポーツ・武道実践科学系講師）
木葉　一総（スポーツ・武道実践科学系准教授）
三浦　健（スポーツ・武道実践科学系准教授）

鹿児島県鹿屋
市

6時間 令和3年7月21日 教諭

小学校、中学校
（保健体育）、高
校（保健体育）教

諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～

令和3年7月7日

令03-
10085-
505824号

0994-46-4865
https://www.nifs-
k.ac.jp/

鹿屋体育大学
【選択】小学校体育を中心とした
サッカーを活用した指導法

サッカーは学校体育の教材として様々な長所のあるボール
ゲームですが、教員の中には経験があまりない場合や、ク
ラスの中で技能差が存在する場合には授業を進めていく難
しさもあります。そこで、日本サッカー協会の「小学校体育サ
ポート」をもとに、学校体育の授業で、効果的に効率よく進
めるためのポイント、発育や目の前の子供達に合わせた課
題の設定と発展、１時間を組み立てるポイント等について講
義・実技を行っていきます。

塩川　勝行（スポーツ・武道実践科学系講師）
青木　竜（スポーツ・武道実践科学系助教）

鹿児島県鹿屋
市

6時間 令和3年7月23日 教諭

小学校、中学校
（保健体育）、高
校（保健体育）教

諭

6,000円 30人
令和3年4月20日～

令和3年7月9日

令03-
10085-
505825号

0994-46-4865
https://www.nifs-
k.ac.jp/

鹿屋体育大学 【選択】学校保健

学校保健の概要、学齢期の健康状況、疾病異常被患率、体
格、体力などについて統計的手法を用いて客観的に評価
し、学校間比較が可能な演習を行う。また、保健教育、保健
管理、学校保健活動、学校給食、障害児の現状、特別支援
教育等の関係機関などの分野について講義を行う。

東　博文（鹿児島女子短期大学　非常勤講師）
鹿児島県鹿屋
市

6時間 令和3年8月6日
教諭

養護教
諭

小学校、中学校
（保健体育）、高
校（保健体育）教

諭、養護教諭

6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年7月21日

令03-
10085-
505826号

0994-46-4865
https://www.nifs-
k.ac.jp/

鹿屋体育大学
【選択】教育に活かせるスポーツ
科学

本講習では、スポーツ科学の様々な見地(心理学、栄養学、
トレーニング科学、生理学) から、教育現場における子ども
指導に重要な知見を講義する。具体的な内容として、心理
学からは、知能観と子どもの動機づけ、栄養学からは発育
発達期における食事の考え方、トレーニング科学からはト
レーニングの原理・原則、および発育期に適したトレーニン
グ、生理学からは、骨・神経・筋に関する経年変化について
解説する。

中本　浩揮（スポーツ人文・応用社会科学系准
教授）
長島　未央子（スポーツ生命科学系講師（兼）株
式会社ＫＡＧＯ 食スポーツ代表取締役社長）
髙井　洋平（スポーツ生命科学系准教授）
與谷　謙吾（スポーツ生命科学系准教授）

鹿児島県鹿屋
市

6時間 令和3年11月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 100人
令和3年4月20日～
令和3年10月22日

令03-
10085-
505827号

0994-46-4865
https://www.nifs-
k.ac.jp/

鹿屋体育大学 【選択】幼児のための身体運動

身体運動が、健康で丈夫な身体作りに効果的であることは
周知の事実である。
しかしながら、こどもは単なる大人のミニチュア版ではないた
め、身体の発育・発達時期に応じて、適切な身体活動を行う
ことが望ましいとされる。本講座では、幼児期の身体発育・
発達の特徴を学ぶと同時に、その時期に適切な身体活動、
特に神経系の発達を促すような活動（遊び）について紹介し
たい。

荻田　太（スポーツ生命科学系教授（兼）学長補
佐）

鹿児島県鹿屋
市

6時間 令和3年7月25日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 60人
令和3年4月20日～
令和3年7月12日

令03-
10085-
505828号

0994-46-4865
https://www.nifs-
k.ac.jp/

鹿屋体育大学 【選択】幼児のための身体運動

身体運動が、健康で丈夫な身体作りに効果的であることは
周知の事実である。
しかしながら、こどもは単なる大人のミニチュア版ではないた
め、身体の発育・発達時期に応じて、適切な身体活動を行う
ことが望ましいとされる。本講座では、幼児期の身体発育・
発達の特徴を学ぶと同時に、その時期に適切な身体活動、
特に神経系の発達を促すような活動（遊び）について紹介し
たい。

荻田　太（スポーツ生命科学系教授（兼）学長補
佐）

鹿児島県鹿屋
市

6時間 令和3年8月1日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 60人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
10085-
505829号

0994-46-4865
https://www.nifs-
k.ac.jp/
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対象職

種
主な受講対象者

鹿屋体育大学
【選択】成長期における運動ト
レーニング

身体運動が、健康で丈夫な身体作りに効果的であることは
周知の事実である。しかしながら、身体的には大人に近づく
成長期のこどもではあるが、単に大人と同じような運動・ト
レーニングを行えば良いというわけでははない。本講座で
は、成長期の身体発育・発達の特徴を学ぶと同時に、その
時期に適切な身体活動、さらには最新のトレーニング科学
情報について紹介したい。

荻田　太（スポーツ生命科学系教授（兼）学長補
佐）

鹿児島県鹿屋
市

6時間 令和3年8月7日
教諭

養護教
諭

小学校、中学校、
高校教諭、養護

教諭
6,000円 50人

令和3年4月20日～
令和3年7月21日

令03-
10085-
505830号

0994-46-4865
https://www.nifs-
k.ac.jp/

鹿屋体育大学 【選択】スポーツ文化と倫理

周知のように、近年日本のスポーツ界では、指導者による
ハラスメント、体罰・虐待、不正経理問題、違法な賭博、ドー
ピングなど、スポーツ・インテグリティ（高潔性）に反する事態
が頻発しています。このような状況を踏まえ、本講座では、
スポーツ文化の歴史的意義について考察するとともに、ス
ポーツ・インテグリティに関わる問題のなかから、指導者に
よる体罰、ドーピングについて考察します。

山田　理恵（スポーツ人文・応用社会科学系教
授（兼）附属図書館長）
森　克己（スポーツ人文・応用社会科学系教授）

鹿児島県鹿屋
市

6時間 令和3年8月3日 教諭
幼稚園、小学校、
中学校、高校教

諭
6,000円 40人

令和3年4月20日～
令和3年7月20日

令03-
10085-
505831号

0994-46-4865
https://www.nifs-
k.ac.jp/

鹿屋体育大学
【選択】楽しい体育授業の導入ア
イデア～運動遊びを通して～

新学習指導要領では，小学校において，「運動を苦手と感じ
ている児童や，運動に意欲的に取り組まない児童への指導
を工夫」について明記され，中学・高等学校においても「体
力や技能の程度，性別や障害の有無等にかかわらず運動
やスポーツの多様な楽しみ方を共有することができる」こと
が示された．本講座では，様々な授業導入アイデアを共有
し，すべての子ども達が楽しく学べる体育授業の活動方法
について検討する．

栫　ちか子（スポーツ人文・応用社会科学系講
師）

鹿児島県鹿屋
市

6時間 令和3年7月29日 教諭

小学校、中学校
（保健体育）、高
校教諭（保健体

育）

6,000円 40人
令和3年4月20日～
令和3年7月15日

令03-
10085-
505832号

0994-46-4865
https://www.nifs-
k.ac.jp/

鹿屋体育大学
【選択】表現リズム遊び・表現運
動・ダンスの指導法～主体的な
子どもの学びを引き出す方法～

平成20年告示の学習指導要領から，小学校第1学年から中
学校第2学年まで，男女共に「表現・ダンス系領域」が必修と
なった．しかしながら，学校現場に「表現・ダンス」を専門とす
る教員は少なく，具体的な指導方法についてまだまだ周知
されていない． 本講座では，学習指導要領で示された「表
現・ダンス系」領域の内容を確認するとともに，子ども達が主
体的に学べる授業方法について共有し，実践的指導力の向
上を図る．

栫　ちか子（スポーツ人文・応用社会科学系講
師）

鹿児島県鹿屋
市

6時間 令和3年8月2日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（保健

体育）、高校教諭
（保健体育）

6,000円 40人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
10085-
505833号

0994-46-4865
https://www.nifs-
k.ac.jp/

琉球大学
【選択】天球儀をつかった星の動
きの理解－ICTを簡単に活用した
ひと工夫

星の動きに関する学習を行う際に、指導上の困難事項とし
て指摘されている「視点移動」（自分から見た太陽や星の運
動（日周運動、年周運動）と地球外に視点を移動して見た地
球の運動（自転、公転）との関係）をどのように児童生徒に
習得させるべきかといった学習指導上の問題点を把握し、
天球儀という古典的教具を上手に利用した（教具が抱える
限界も把握しながら）理科授業について考える。

吉田　安規良（大学院教育学研究科教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月17日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（理科

担当）
7,000円 16人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504544号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】脳科学・心理学からの生
徒指導

いじめ、不登校、非行、キャリア教育、発達障害、精神障害
などの教育課題を、最新の脳科学・心理学の知見からアプ
ローチし、児童生徒の指導・支援の在り方を考究する。

岡本　泰弘（教育学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月18日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

7,000円 25人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504545号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】幼稚園や小学校で活用で
きる身近な生物を使った自然体
験学習

子どもたちが身近な自然と触れ合うことは、幼稚園や小学
校の教育において大切ですが、日本本土とは大きく異なる
自然環境にある沖縄県では、身近に見られる生物について
詳しく知る機会が限られています。そのため本講習では、身
近な生物の基礎知識、野外での危険生物とその対処法に
ついての演習、身近な昆虫の興味深い行動観察実験などを
通して、幼稚園や小学校の授業で楽しく遊び・学べる自然体
験学習について詳しく解説します。

杉尾　幸司（大学院教育学研究科教授）
宮国　泰史（グローバル教育支援機構特命助
教）
中村　元紀（教育学部非常勤講師）

沖縄県西原町 6時間 令和3年7月18日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
7,000円 16人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504546号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】家庭科衣生活領域の見
直し―染め織りから学ぶ自然素
材の小物づくり―

沖縄県の衣生活の特徴を再考・認識し、衣生活に関連した
ものの製作の範囲を広げる。具体的には、沖縄でかつてか
ら盛んであった染め織りを取り上げ、染め織りから沖縄の歴
史を考え、また各産地でつくる人びとの営みの意味を考え
る。さらに実際に、苧麻や芭蕉という沖縄に古くからありな
がら日常にふれる機会がなくなってしまった繊維素材をつ
かって、かぎ針で編んで小物をつくる体験をする。そうして身
近なものをつくる楽しさを体験する。

松本　由香（教育学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月25日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（家庭科担当）

7,000円 12人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504547号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】思考力育成につながる教
師の技を高めるワークショップ

教師は、教育活動のさまざまな場面で学び手の思考力を育
てるための指導を行っている。本講習は、特に、知的好奇心
を育てる手品、子どもが集中する読み聞かせ、多様な思考
を促す学習クイズの三つのワークショップを通じて、教師の
力量を高めることを目的としている。

藏滿　逸司（大学院教育学研究科准教授） 沖縄県石垣市 6時間 令和3年8月17日 教諭 小・中学校教諭 7,000円 25人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504548号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】教員のための放射線講座
～身のまわりの放射線利用から
災害まで～

東日本大震災以降、放射線に関するリテラシーの向上が求
められています。本講習では、放射線の基礎について講義
や実習を通して理解を深め、N（原子力・放射線）災害時の
対応についても触れます。また、放射線の社会的課題に対
する教育についても検討します。

濱田　栄作（教育学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年6月20日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（理科、社会、技
術、家庭科担当）

7,000円 16人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504549号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】将来の音楽教育とは？

前半は、今後の音楽教育について「リベラル・アーツ」を取り
入れながら、学校現場や人材育成の観点から音楽の可能
性について講義する。後半は、学校現場において、ピアノを
工夫して用いることによる多様性ある授業実践を行う。

西村　幸高（教育学部講師） 沖縄県西原町 6時間 令和3年6月19日 教諭
幼・小学校教諭、
中・高等学校教
諭（音楽担当）

7,000円 12人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504550号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】小中学校向けmicro:bitで
学ぶプログラミングとおもちゃ作り

はじめに、micro:bitの特徴の説明および簡単なプログラミン
グを行う。
次に、各教科での応用例を示し、micro:bitのどのような特徴
が利用されているか考察する。
実習では、教科での利用を意識しつつ、LEDやスピーカー、
モーター、サーボなどを使用してオリジナルの作品を製作す
る。
まとめとして、作品のデモンストレーションとその特徴につい
てプレゼンテーションを行う。

新垣　学（教育学部講師） 沖縄県西原町 6時間 令和3年6月13日 教諭

小・中学校教諭
（主としてこれか
らプログラミング
教育を始める小・

中学校教諭）

7,000円 10人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504551号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】学級活動に生かせる「似
顔絵の描き方と消しゴムはんこ」
への応用

午前中は、顔のパターンを6つに分類して、実例から似顔絵
の描き方を中心にした事項の講義と演習を行う。午後は、似
顔絵の作成を行い、それをもとに消しゴムスタンプを作成し
て、学級活動への様々な展開を参加者相互の協議により考
究する。

金城　満（教育学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月24日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 30人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504552号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】道徳授業を創る

学習指導要領（平成２９年告示）に基づいて「特別の教科
道徳」（道徳科）について解説した上で、「考え議論する道徳
授業」の意義やねらい、とりわけ教材研究、ねらいと発問の
重要性について具体的・実践的に考察する。

上地　完治（教育学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月23日 教諭
小・中・特別支援

学校教諭
7,000円 40人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504553号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】体育心理学の運動学習と
トレーニング実践

本講習は、学校体育で扱う教材を中心とし、以下の通り展
開する。
・運動学習の基礎理論を理解し、バランス制御学習へ応用
する。
・トレーニングの原理原則を理解し、正しいトレーニング方法
を学習する。

増澤　拓也（教育学部准教授）
砂川　力也（教育学部准教授）

沖縄県西原町 6時間 令和3年8月17日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭

（保健体育担当）
7,000円 10人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504554号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】はじめてのプログラミング
－小学校プログラミング教育－

この授業では、小学生でも学べる「ドリトル」というコンピュー
タのプログラム言語を学びます。日本語でプログラミングが
できます。プログラミングは、まず作りたいものがあり、それ
に向かって作品を仕上げていくというものづくりです。その過
程で論理的思考が養われます。
パソコンで日本語入力ができれば、他の基礎知識はいりま
せん。数学苦手な人、パソコンが苦手な人も大歓迎です。

日熊　隆則（教育学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月19日 教諭 小学校教諭 7,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504555号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】安心・安全な環境づくりに
よる、多様な子どもたちへの支援

１時間目は発達障害、不安障害やアレルギー等、支援を必
要とする子どもたちの様々な背景や特性、その課題につい
ての講義を行う。２、３時間目は学習の困難さを抱える児童
生徒の困り感を体験し、参加者の協議により支援方法を検
討する。４時間目は関係機関との連携や保護者支援につい
て考究する。

下條　満代（教育学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高等学
校・特別支援学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

7,000円 15人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504556号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】貧困による環境の影響を
受けた不登校・非行・発達障害の
ある子の心の理解と支援・教育

貧困による養育環境や家庭環境の影響の理解、不登校、非
行、発達障害のある子の心の理解、支援・教育実践のあり
方の講義を行う。学校現場の事例を取り上げ、貧困による
養育・家庭環境の実態を把握し解決策を演習形式により検
討する。また学校を取り巻く地域の養育・家庭環境の特性を
理解し、地域課題の解決に向けた学校や学級の支援・教育
の在り方を考えることを通して、個々の子どもの心の理解、
自己肯定感の育成について学ぶ。

浦崎　武（大学院教育学研究科教授） 沖縄県西原町 12時間
令和3年6月26日～
令和3年6月27日

教諭
養護教

諭

幼・小・中・高等
学校教諭、養護

教諭
14,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504557号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】消費者教育入門

本講習は、消費者教育ならびに現在の消費生活について
の理解を深めるだけでなく、自身の消費生活について考え
させる内容となっている。前半は、受講生自身の消費生活
について問い直しをさせながら、消費者に必要とされる基礎
的な内容（権利や制度、消費者問題等）についての講義及
び演習を行い、消費生活に関する理解を深める。後半は、
消費者教育（消費者市民教育）の内容やねらい、学校教育
で行われる消費者教育（消費者市民教育）についての講義
及び演習を行い、消費者教育に関する理解を深める。

土屋　善和（教育学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年6月19日 教諭

小・中・高等学校
教諭（消費者教
育に関心がある

教諭）

7,000円 16人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504558号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】思考を働かせる家庭科の
実習を目指して

本講習は、「つくるだけ」で終わらないための家庭科におけ
る実習の在り方ついて検討をしていく内容となっている。前
半は、家庭科における実習の効果及び課題や現状，思考を
働かせる手立てについて講義及び演習を通して理解を深め
る。また事例をもとに思考を働かせるヒントを探る。後半は、
受講生が自ら考える場面を設定して思考を働かせる実習を
検討し、具体的な授業を構想する。

土屋　善和（教育学部准教授）
道田　泰司（大学院教育学研究科教授）

沖縄県西原町 6時間 令和3年7月17日 教諭

小・中・高等学校
教諭（家庭科担
当、小学校で家
庭科を担当する

教諭）

7,000円 16人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504559号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】LEDを用いた実験ともの
づくり

はじめに、半導体の基礎からLED発光原理について説明す
る。次に、簡易分光器を作製してLEDと白熱電球などの発光
の違いを実験により確かめる。更に、振動力発電を用いた
LED点滅実験や簡易LEDランタン製作などのものづくりを行
い、LEDを点灯・点滅させるための基本的事項について、実
習を通して習得する。ここで、LED教材や実験については、
小学生から高校生まで幅広く適応可能な内容である。

小野寺　清光（教育学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月3日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（技術・理科・工

業担当）

7,000円 15人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504560号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】「思春期」の子ども支援と
性教育入門

梅毒など性感染症の若年層への拡がりや、性的虐待・ス
クールセクハラ問題等、子どもをとりまく「性」の現実は否定
的状況を呈している。さらに沖縄県では、10代の出産率が
全国比２倍であり、貧困問題の重要な要因ともなっている。
本講習では、この現実を踏まえ思春期時代を生きる子ども
たちを対象とした性教育の課題（第1講）やその具体的な展
開方法（第2･3講）について講義し、教師自身の実践的力量
の獲得・向上を目指す。

村末　勇介（大学院教育学研究科准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月17日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

7,000円 30人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504561号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】養護教諭のための疫学入
門（これであなたも諸葛孔明にな
ろう）

予防医学の実践方法である疫学を学び、学校現場において
質問紙調査や得られたデータを統計解析を用いて分析する
能力を身に着け、学校現場における児童生徒の学力及び
体力の向上、健康増進及びメンタルヘルス改善に向けた疫
学の実践力を養うための講習である。根拠に基づく教育
（evidence based education）の実践が可能となり、統計処理
など教育の情報化に対応し、予防医学の最前線である養護
教諭がいじめ、不登校の応用例を学ぶことは意義深い。

笹澤　吉明（教育学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月7日
養護教

諭
養護教諭 7,000円 15人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504562号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】「沖縄」を題材とした平和
教育の授業づくり

沖縄でこれまで行われてきた平和学習を批判的に検討し、
子どもが考える平和教育の在り方について、いくつかの実
践例から講義、解説し、その内容を踏まえ、授業づくりワー
クショップを実施し、教材をつくってみることを考える。ワーク
ショップでは、模擬授業なども取り入れ、教員自身が教材分
析をすることで、教材開発のポイントを考える講習です。

山口　剛史（教育学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月14日 教諭 小・中学校教諭 7,000円 40人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504563号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】資質・能力の育成に向け
た算数科の授業づくり

午前は、新学習指導要領における資質・能力の育成に向け
た算数科でのポイントを中心に講義を行う。その後、算数科
の資質・能力の育成に向けた取組を示し、教科書の教材を
使って、指導案の本時案づくりを行わせる。
午後は、ワークショップ形式による本時案の協議、本時案作
成における工夫点等についての全体発表といった活動を通
して、自分の授業づくりについて再考させる。

森　力（教職センター准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月15日 教諭 小学校教諭 7,000円 24人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504564号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】小中学校教諭を対象とし
た朗読講座～声と言葉による表
現スキル～

教師自身が自分の声について知り、その声を活用すること
で表現の幅が広がることを実感してもらえるように、スキル
を身に付けてもらう講習です。そのことによって、教材の持
つ良さを伝えたり、文学などの世界を味わわせることができ
ると考えています。また、児童生徒への音読や朗読、群読指
導に生かせる表現スキルも講習内容に織り込むことで、授
業力向上にもつながります。さらに、表現力のスキルアップ
をすることで、より豊かな教師生活が送れるような学びがい
のある講習です。

上江洲　朝男（教職センター教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年6月19日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（国語

担当）
7,000円 30人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504565号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】シュタイナー教育と学力

どんなに思考力があっても「やろう」という意欲がわかなけれ
ば何もできません。また思いやりの気持ちがなければ、せっ
かくの思考力も自分の勝手にしか使われません。強い意志
と豊かな感情を備えることによって初めて、思考力を十二分
に生かすことができます。この講習では、こんな視点から思
考・感情・意志について学びます。

寺石　悦章（人文社会学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月22日 教諭 小・中学校教諭 7,000円 40人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504566号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学 【選択】シュタイナー教育と学力

どんなに思考力があっても「やろう」という意欲がわかなけれ
ば何もできません。また思いやりの気持ちがなければ、せっ
かくの思考力も自分の勝手にしか使われません。強い意志
と豊かな感情を備えることによって初めて、思考力を十二分
に生かすことができます。この講習では、こんな視点から思
考・感情・意志について学びます。

寺石　悦章（人文社会学部教授）
沖縄県宮古島
市

6時間 令和3年8月2日 教諭 小・中学校教諭 7,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504567号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】学級経営課題（集団作り
や崩壊防止）の体験の分かち合
いと実践への模索

講師はグループ的アプローチを専門としており、受講者がリ
ラックスし安心できる場を提供します。受講者は体験のシェ
アや必要に応じたロールプレイの試みなどから、児童・生徒
や保護者への関わり方や、学校内の様々な人間関係、抱え
ている問題解決へのヒントや対応原理を模索します。２日間
の利点を活かし、ゆったり、そしてじっくりと、受講者同士が
互いに無理なく情報を交換したり温かく支えあったりする優
しい時間を提供したいと考えています。

水野　良也（人文社会学部教授） 沖縄県西原町 12時間
令和3年8月13日～
令和3年8月14日

教諭

小・中学校教諭
（学級担任及び経
験者、学級経営
に違和感や難し
さを感じている教

諭）

14,000円 12人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504568号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】島嶼における自殺の予防
と心の健康づくり

我が国の自殺者はピーク時の3万人から右肩下がりで減少
傾向にあるが、若い世代の自殺者は減少していない。島嶼
においては、中高を卒業後、進学・転職で島外に出るため、
早期からの教育が必要であると考えられる。本講習では、
若い世代への予防教育や家族等の家族環境等への支援な
ども含めた上での島嶼における予防策について考える。ま
た、ストレスを受けやすい教員自身へのセルフケアについて
も学ぶ。

波名城　翔（人文社会学部講師）
沖縄県宮古島
市

6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

7,000円 25人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504569号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】現代国際関係の諸問題と
その分析

国際関係論の分析概念を提示した上で、現代の国際問題
について多角的視野から検討していく。また、戦争を防ぎ平
和を達成する方法、冷戦後の国際社会の変容、東アジア国
際関係の現状と課題などについても講義する。

金　成浩（人文社会学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月14日 教諭
小学校教諭、中・
高校教諭（社会

科担当）
7,000円 35人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504570号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】ストレスマネジメントの理
論と実践（セルフケア技法：リセッ
ト等の体験を通して）

児童虐待等への対応を含め様々な課題が増加する傾向を
有する学校現場の状況によって、教職員の短期・長期の離
職を予防する必要性が高まっている。その予防策の一つと
しての教員自身によるストレスマネジメントについて、それが
必要となる背景やその実際の理解を深める。加えて、具体
的に実践可能な技法として、セルフケア技法であるリセット
等を実際に体験し、具体的なストレスマネジメントについて
の理解を深める。

本村　真（人文社会学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年6月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭、

栄養教諭
7,000円 10人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504571号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】英語で英語を教えるため
のアクティブ・ラーニング教材開
発

新学習指導要領で示されている「三つの資質・能力」を再確
認した上で、現在の自分の英語授業を振り返りながら、生徒
の「主体的な」学習態度を育てるためのアクティブ・ラーニン
グの活動について意見交換をする。また、「英語で英語を教
える」ことへのハードルを下げるためにできることを共に考え
る。後半は、グループごとに2学期に使用できる授業計画案
の作成、実演及び授業後のディスカッションを行う。

金藤　多美子（国際地域創造学部講師） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月19日 教諭
中・高等学校教
諭（英語担当）

7,000円 15人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504572号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】観光とウェルネス健康教
育

世界的なウェルネス産業・市場の成長を背景に観光立国に
続く新たな日本再興戦略として「健康立国」が掲げられ、健
康と観光の融合による新産業創出や地方創生への期待が
高まっている。世界的動向を踏まえながら地域の課題解決
の糸口となる教育力の醸成として指導に役立つ旅や観光の
気づきを活かしたウェルネス健康教育プログラムの開発に
資する講義およびマインドフルネス演習を行う。

荒川　雅志（国際地域創造学部教授）
相澤　和人（国際地域創造学部非常勤講師）

沖縄県西原町 6時間 令和3年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭、

栄養教諭
7,000円 40人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504573号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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対象職

種
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琉球大学
【選択】ファシリテーション・スキル
の習得を目指した授業の開発

本講習ではファシリテーション・スキルの習得を目指す授業
の開発について演習形式で学習します。まず、ファシリテー
ション・スキルの特徴について学習します。次に、そのファシ
リテーション・スキルの習得を目的とした授業方法について
事例を用いて議論します。最後に、ファシリテーション・スキ
ルを習得する行動について分析します。児童や生徒をファシ
リテーターに育て教室に対話を生み出しませんか。

井川　浩輔（国際地域創造学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年6月19日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 10人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504574号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄県立埋蔵文化財セン
ターで実践する教材づくり

日本と沖縄の考古学研究の現状と成果に関する概要を講
義する。その上で、主に小中学校・高等学校における学校
教材として、考古学資料を如何に活用することができるか、
実践的に検討する。

後藤　雅彦（国際地域創造学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月29日 教諭
小・中・高等学校
教諭（考古学に関
心のある教諭）

7,000円 24人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504575号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄移民と世界に拡がる
ウチナーネットワーク

近代期に日本、とりわけ沖縄県から多くの人々が海を渡り、
ハワイ、北米、南米などに移民をした。移民を送り出して1世
紀以上経った現在は、すでに三世、四世の世代となってい
るが、沖縄県系人としてのアイデンティティと文化を保持して
いる。本講義では日本移民・沖縄移民の歴史的な流れや、
現在、世界のウチナーンチュとして様々なウチナーネット
ワークを構築して母県・沖縄と交流している諸相を解説す
る。

宮内　久光（国際地域創造学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月23日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（社会、地理歴史
科担当）

7,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504576号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄移民と世界に拡がる
ウチナーネットワーク

近代期に日本、とりわけ沖縄県から多くの人々が海を渡り、
ハワイ、北米、南米などに移民をした。移民を送り出して1世
紀以上経った現在は、すでに三世、四世の世代となってい
るが、沖縄県系人としてのアイデンティティと文化を保持して
いる。本講義では日本移民・沖縄移民の歴史的な流れや、
現在、世界のウチナーンチュとして様々なウチナーネット
ワークを構築して母県・沖縄と交流している諸相を解説す
る。

宮内　久光（国際地域創造学部教授） 沖縄県石垣市 6時間 令和3年7月26日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（社会、地理歴史
科担当）

7,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504577号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】やんばるで学ぶ世界自然
遺産学習

世界自然遺産登録を目指す琉球弧の一地域である沖縄島
北部（やんばる）を対象に、世界遺産の正しい理解と活用の
あり方を現地でのフィールドワークやアクティブ・ラーニング
を通して学び、ESD（持続可能な開発のための教育）として
のSDGs（持続可能な開発目標）への貢献に繫がる世界自
然遺産学習の授業モデルづくりと教材開発に取り組みま
す。

大島　順子（国際地域創造学部准教授）
蔵満　逸司（大学院教育学研究科准教授）

沖縄県国頭郡
国頭村

6時間 令和3年7月10日 教諭

小・中・高等学校
教諭（「総合的な
学習の時間」の

進め方に興味・関
心を持つ教諭）

7,000円 25人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504578号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】SDGsの貢献に繫がる
ESD（持続可能な開発のための
教育）

新学習指導要領全体において基盤となる理念として組み込
まれた持続可能な社会の担い手を創る教育であるESD（持
続可能な開発のための教育）について、その背景や推進経
緯、取り組みの現状と可能性を学びます。そして、ESDの視
点に立った学習を持続可能な社会づくりに関する問題解決
学習と捉え、SDGs（持続可能な開発目標）で掲げられた目
標達成との関連から沖縄ならではのテーマづくりや教材開
発に活かすことを目指します。

大島　順子（国際地域創造学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月17日 教諭

小・中・高等学校
教諭（「総合的な
学習の時間」の

進め方に興味・関
心を持つ教諭）

7,000円 25人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504579号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】ことばと文化の魅力

兼本はことばの中に潜む文化の楽しさについて、映像を中
心に、人間の体の一部である「足」の文化的意味について
講義する。島袋はウチナーグチ、日本語、英語の発音の魅
力について講義をする。髙良は世界英語という観点から、イ
ギリス英語・アメリカ英語・カタカナ英語の語彙について講義
をする。

兼本　円（国際地域創造学部教授）
島袋　盛世（国際地域創造学部教授）
髙良　宣孝（国際地域創造学部准教授）

沖縄県西原町 6時間 令和3年8月25日 教諭
幼・小・中・高等

学校教諭
7,000円 40人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504580号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】地図塗り分けとグラフの
彩色

「四色あれば平面上のどんな地図も塗り分けられる(四色定
理)」ということは有名な事実ですが、この問題は19世紀中盤
には既に知られていました。しかし実際に証明が与えられた
のは1976年でした。証明の途中にコンピュータが使われて
いることから当時は証明の真偽が大変話題になったようで
すが、証明の方針自体は大変簡明です。講義ではグラフ理
論の応用として四色定理がいかに証明されたかについて紹
介します。

伊藤　雅彦（理学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月14日 教諭
中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504581号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】振り子の運動と楕円関数

古典力学は日常的なレベルでの物体の運動を記述する法
則であり、その記述は数学的には微分方程式を用いてなさ
れる。まず初等関数、特に三角関数および逆三角関数につ
いてその性質を復習する。三角関数の性質を基にその一部
を拡張することにより楕円関数が導入される。楕円関数の
諸性質を述べた後、応用として振り子の運動が楕円関数を
用いて記述されることを解説する。

眞野　智行（理学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月13日 教諭
中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504582号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】関数の微分積分と微分方
程式

まず、関数及び関数の微分積分についての基本的な事柄を
復習し、具体例を通して、微分方程式について解説する。次
に、微分方程式が変数分離形である場合の解法を解説し、
いくつかの例題で確認する。また、微分方程式が同次形の
場合の解法を解説し、いくつかの例題で確認する。さらに、
線形微分方程式の解法を解説し、いくつかの例題で確認す
る。時間に余裕があれば、その他の場合にも言及する。

須藤　隆洋（理学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月19日 教諭
中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504583号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】初等的な確率の問題と多
面体の模型2021

確率に関する面白い問題を紹介します。サイコロの1の目が
出る確率は1/6です。1つのサイコロを繰り返し投げるとき、
(i) 1.2.1の目がこの順番で連続して出るのと、 (ii) 1.1.2がこ
の順番で連続して出るのは、平均してどちらが早く出るで
しょうか。(i)と(ii)は、平均して何回目と何回目くらいに現れる
のか？予備知識は必要ありませんので、中学校の先生も歓
迎します。午後は多面体の模型を作ります。

前田　高士（理学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月23日 教諭
中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504584号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】確率から推測統計へ

確率や統計は日常よく用いられているが、勘違いしているこ
ともまま見受けられる。
この講習では、推測統計に必要な確率を準備し推測統計に
関するいくつかの入門的な話題(特に仮説検定)を、それが
何を意味しているか、どのように論証されるかを、実際に計
算して調べていく。

杉浦　誠（理学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月28日 教諭
中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504585号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】ヘルダーの不等式とミンコ
フスキーの不等式について

線形空間に絶対値のようなものノルムを定義することがある
が、その際に、ミンコフスキーの不等式が必要となる。本講
習では、具体的な線形空間を考え、その線形空間にノルム
を定める際に必要となるミンコフスキーの不等式、そのため
の準備で必要になるヘルダーの不等式について述べ、その
証明の仕方を考える。それを通して、中学、高校などで数学
を教える際の基本となる事柄について再確認する。

小高　一則（理学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年9月4日 教諭
中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円 15人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504586号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】置換と数え上げ

置換とは順列を動的に捉えた概念である。つまり、並べ替え
の操作そのものに着目したものが置換である。置換によっ
て対象物が並べ替えられる様子を記述することを通じて、置
換の不動点と「軌道」の個数の関係を紹介する。一つの応
用として、具体的な「対称性を考慮に入れた数え上げの問
題」への適用を見る。

木本　一史（理学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月10日 教諭
中・高等学校教
諭（数学担当）

7,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504587号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】教える立場に立つ人のた
めの物理学概論

物理学を学習する過程において、人間の直観には合ってい
るが物理的に検討すると正しくない概念、いわゆる「誤概
念」が学習を阻害することが多くある。本講習では中学理科
の物理分野および高校物理において、どのような誤概念が
学習の妨げになっているかについて例を挙げて述べ、その
対策として教員がどのように物理学の概念と意味を理解し
て、授業の中でどう伝えていけばよいのかについて考える。

前野　昌弘（理学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月25日 教諭
中・高等学校教
諭（理科担当）

7,000円 40人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504588号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】実験で学ぶ物理現象

β線の吸収実験器やフランクヘルツ実験器などの実験器具
を用いていくつかの課題に関する物理実験を行う。得られた
データを解析して実験を行った課題の物理現象を理解し、
同時に測定誤差の取り扱いについても学ぶ。具体的には得
られたデータを処理してグラフ用紙などにプロットを行い、測
定結果を誤差と共に報告する。データ処理には基本的な数
学の知識を必要とする。受講者が学校の教育現場で実験を
実践できるように実習を行う。

深水　孝則（理学部教授）
阿曽　尚文（理学部教授）

沖縄県西原町 6時間 令和3年7月17日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（理科担当、実験
や物理に関心の

ある教諭）

7,000円 15人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504589号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】琉球列島の成り立ち（野
外地質巡検）

琉球列島の島々がどのようにして形成されたのかについ
て、代表的な地層や地形を観察しながら解説する。特に (1)
沖縄本島中南部地域に分布する地層（泥岩や石灰岩）から
読み取れる沖縄島の形成過程と、(2) 海岸地形から読み取
れる沖縄の沿岸環境の変遷について勉強する。最後に筆
記試験を行う。

藤田　和彦（理学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月6日 教諭

小・中・高等学校
教諭（生活・理
科・環境教育担

当）

7,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504590号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】光と物質―色と化学変化
―

光と物質は相互作用して様々な現象（色や化学変化など）を
引き起こす。本講習では身近な例と特徴・考え方を紹介する
が、理科教育を中心に、環境教育（光エネルギー利用）、保
健教育（光の人体への作用）、芸術教育（色と関連深い）、
産業教育（光技術・生産）など、学校教育の様々な場面で活
かせる内容が多く含まれる。受講者には、これらを題材に科
学的思考を学び、各々の立場から教材としての活用、取扱
い、展開を考えてもらう。

漢那　洋子（理学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月31日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（理科担当及び光
や色・光化学に関
心のある教諭）

7,000円 10人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504591号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】科学技術イノベーション
リーダーの育成法概論

スタンフォード研究所が提案する、１人ではなく複数人数に
よるアイディアを作り出すNABCという手法（必要性
（Needs）、手法(Approach)、利点(Benefit)、競合
(Competition)）を用いたアクティブラーニングを行う。午前中
は、NABCの手法について講義を行う。午後は、受講生１８
人を３グループにわけて実践形式でアイディアを推敲し、斬
新なアイディアをグループで作り出す。

島田　幸治郎（理学部助教）
沖縄県宮古島
市

6時間 令和3年8月10日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 18人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504592号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】次世代電池開発に向けた
ナノ材料の化学反応

午前中は、我が国の科学技術政策とナノテクノロジーにつ
いて概説し、生徒がどのような素養を将来求められているか
を把握する。そして、理工系素養を涵養するための教育方
法を参加者相互と協議する。また、これまでの電池開発や
将来の技術開発に関して説明する。午後は、燃料電池にお
ける化学反応や電極触媒に関して概説し、2030年に向けた
開発技術の端緒に触れる。

滝本　大裕（理学部助教） 沖縄県西原町 6時間 令和3年6月26日 教諭

小・中・高等学校
教諭（理科担当
及び科学技術政
策や電池技術に
ついて関心のあ

る教諭）

7,000円 25人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504593号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】身近な「かがく」と未来の
「かがく」 ～持続可能な社会を作
る人材を育てるために～

前半は身の回りに溢れている現象や物質、製品などに潜ん
でいる「科学」について高等教育の観点から紹介し、初等・
中等教育でどう教えるかを解説しつつ、関連した実験を行う
（演示実験の場合あり）。後半は水素エネルギーについて正
しい水素の知識を講義し、実際に水素を利用した実験を行
う。最後に身近な科学を使った実験をグループでデザイン
し、発表する。

中川　鉄水（理学部助教） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月14日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（理科担当）

7,000円 16人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504594号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】カードゲームを利用した教
材を考えよう

簡単なクイズやゲームを通して、遊びながら基本的な用語
や事物の関係性を覚えられるような教材の作成を目指す。
ゼロからゲームを設計するのは難しいが、既存のゲームの
ルールを転用することでも、様々な教材作成が展開できる。
本講習では具体的な事例や紹介し、「いろはかるた」や「神
経弱」など転用が容易なゲームをベースとして、各人が授業
の導入や用語の定着に利用できるカードゲームの作成と試
用を行う。

広瀬　裕一（理学部教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年6月26日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 12人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504595号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】生物の多様性と保全

豊かな自然に恵まれた沖縄では、生物の多様性とその保全
についての理解は重要である。しかし、誤った理解から保全
を目指した活動が生物多様性を撹乱してしまう事態も生じて
いる。本講習では教員が生物多様性と保全について、児
童・生徒に（生物学的に）正しい考え方を指導するための基
礎知識を、主に沖縄の自然を事例として取り上げる。また、
外来動物の胃内容物または糞内容物の分析を通して生態
系への影響を考える。

小林　峻（理学部助教） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月3日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（理科担当）

7,000円 15人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504596号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】分子・細胞レベルから生
物を考える

午前中は、生物学とは何かという問いかけを踏まえて、基礎
的な内容を中心に、多細胞生物における生理現象を含め
て、講義を行う。
午後は、より具体的に、ゲノム研究など、いくつかの研究事
例を紹介する。

大瀧　丈二（理学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月28日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（理科担当）

7,000円 25人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504597号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】農業・環境における土壌
の役割

午前の最初の講義で基礎的な土壌の特性について解説し、
その後に農業における土壌の役割(養分保持、保水機能な
ど)、環境における土壌の役割(炭素蓄積、河川水の水質な
ど)について解説し、土壌の重要な役割について理解度を深
める内容である。

金城　和俊（農学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月17日 教諭
中・高等学校教
諭（理科、技術

科、農業科担当）
7,000円 15人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504598号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】食と栄養に関する基礎実
験

受講生が基礎知識としてすでに身につけていると思われる
個々の食品成分や栄養素の機能性について整理する。さら
にエネルギー源として最も基本的な栄養素である糖質を取
り上げ、消化や代謝に関連する基礎的な実験を行う。

大西　竜子（農学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月24日
教諭

栄養教
諭

小・中・高等学校
教諭（食育、給食
指導、家庭科担
当）、栄養教諭

7,000円 10人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504599号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】樹木のかたちとつくり−森
が繁栄し、木材が建築や素材に
愛用される理由を考える

陸上の高等植物は根・茎・葉からなり、樹木は茎を特別に発
達させる。細胞分裂をする組織が巧みな位置にあり、非常
に単純で合理的なからだを形成していく。こうした樹木のか
たちとつくりを理解する。そして、それらが、樹木の長い寿
命、陸上での森林の繁栄、木材や和紙の耐久性や多様な
利用など様々な面にどうつながっているのか、子どもにも分
かる用語・方法や論理の流れで、指導し、発問し、議論し、
理解していく。

亀山　統一（農学部助教） 沖縄県西原町 6時間 令和3年8月3日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（理科、技術家庭
科、農業科担当）

7,000円 25人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504600号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】栄養教諭の職務内容
栄養教諭として、（１）食に関する指導と、（２）学校給食の管
理を一体のものとしたその職務内容を習得するものとする。

井口　直子（農学部准教授）
宮城　一菜（農学部准教授）
森山　克子（元琉球大学農学部准教授）

沖縄県西原町 12時間
令和3年7月29日～
令和3年7月30日

栄養教
諭

栄養教諭 14,000円 10人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504601号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】音環境教育を教育現場に
取り入れる

沖縄県内小学校の教室はオープンスペース型が多く採用さ
れており、実に中南部の学校の半数を占めている。しかし、
本土の学校においては取りやめているのが現状である。筆
者はこれまで、教室内音響調査、アンケート調査を実施し、
オープンスペース型教室の問題点を指摘しており、これまで
得られたデータをもとに、音響教育の重要性を受講者の皆
さんに示し、相互の意見交換を行う。

渡嘉敷　健（工学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年9月4日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 10人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504602号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学
【選択】デジタル教材作成への
チャレンジ

本講習では、まず教育工学の重要性について説明します。
次にデジタル教材の作成において、どのようなスキルが必
要であるかを解説します。さらにインターネット上から取得可
能なデジタル素材をダウンロードし、これらを編集や加工し、
学校授業を想定したデジタル教材を自作します。

姜　東植（工学部准教授） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月23日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 15人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504603号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】養護教諭として「つなぐ・
つながる」

午前中は、養護教諭の免許制度および職務の特徴をふま
え、「コーディネーター」として、どのようなことが期待されて
いるのか？さまざまな例をあげてコーディネートの必要性や
留意点を確認し、養護教諭としての力量形成等に関する講
義を行う。
午後は、学校現場におけるいくつかの事例について、「つな
ぐ」相手の選定や、その際の工夫等を参加者相互で検討
し、考察する。

和氣　則江（医学部保健学科講師）
神田　奈津子（名桜大学　人間健康学部スポー
ツ健康学科准教授）

沖縄県西原町 6時間 令和3年8月18日
養護教

諭
養護教諭 7,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504604号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】小児の健康の維持、増進

午前中は、乳幼児期及び学童期の成長発達に関する講義
を行う。
午後は、小児のバイタルサインの特徴について講義し、そ
の後測定方法の実際について演習を行う。
参加者を小グループに分け、小児の人形（乳児、幼児、学
童、バイタルサイン測定人形）を用いて、講義・演習を行う。

儀間　繼子（医学部保健学科助教） 沖縄県西原町 6時間 令和3年7月17日
教諭

養護教
諭

養護教諭、幼・小
学校教諭

7,000円 10人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504605号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】小児の性教育

午前中は、乳幼児期及び学童期の性に関する講義を行う。
午後は、性教育の実際について講義し、演習を行う。
子どもの体や性を大切にするために、幼児時期から学童期
にかけて、思春期の前段階の性について討議し、性教育に
ついて振り返る。

儀間　繼子（医学部保健学科助教）
和氣　則江（医学部保健学科講師）

沖縄県西原町 6時間 令和3年8月7日
教諭

養護教
諭

養護教諭、幼・小
学校教諭

7,000円 10人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504606号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】教育相談の理論と実践－
チーム支援推進のための「ホワイ
トボード教育相談」の適用

教育相談についての今日的な教育課題についての理解を
深め、教員に求められる理論と方法の修得を目的とする。
特に本講義では、「ホワイトボード教育相談」を通じて学習す
る。「ホワイトボード教育相談」は、佐藤節子先生により開発
されたカウンセリング的ケース会議の方法で、不登校やいじ
め等の諸問題を短時間に可視化し、迅速な支援に取り掛か
るための有効な方法として注目されている。

小川　千里（グローバル教育支援機構准教授）
佐藤　節子（元山形大学大学院教育実践研究
科教授）

沖縄県西原町 6時間 令和3年8月17日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 25人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504607号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】ドイツの学校教育現場か
ら考える「主権者教育」

社会はますますグローバル化していく。その社会で生きてい
く「主体的な市民」を育てる「主権者教育」はどうあるべきだ
ろうか。本講習ではドイツで行われている民主的シティズン
シップ教育を参考に、その要素を自分自身の教育活動へど
のように応用することができるかを考える。そして、具体的な
活動計画を立てる。

名嶋　義直（グローバル教育支援機構教授） 沖縄県石垣市 6時間 令和3年7月30日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,000円 25人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504608号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】スクールロイヤーのトリセ
ツ

文科省により全国で導入されることとなった「スクールロイ
ヤー」であるが、その正体は一体何なのか。学校現場にとっ
て本当に役立つ存在となりうるのか。その意義と導入にあ
たっての問題点を検討しながら、その活用方法について、学
校現場の実感を踏まえて討論する。

武田　昌則（大学院法務研究科教授）
西山　千絵（大学院法務研究科准教授）

沖縄県西原町 6時間 令和3年6月27日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭
（スクールロイ

ヤーやスクールコ
ンプライアンスに
ついて興味・関心

を有する方）

7,000円 30人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504609号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】小学生に伝えたい身近な
自然の魅力と不思議

理科の総合的な学習の時間において活用可能な沖縄の自
然環境の特徴と魅力を、市街地の中にありながら石灰岩地
の森の自然が残る末吉公園でのフィールドワークと実習、講
義を通して楽しく学び、身近な生物教材への理解を深めるこ
とで、子どもたちに伝えたい郷土の自然について考察する。

藤井　晴彦（教職センター非常勤講師）
佐藤　寛之（教職センター非常勤講師）

沖縄県那覇市 6時間 令和3年7月28日 教諭
小学校教諭（理
科、総合学習担

当）
7,000円 25人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504610号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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対象職

種
主な受講対象者

琉球大学
【選択】教師のためのキッズプロ
グラミング

教師にとって必要なプログラミング的思考を身につけるため
に以下の演習を行います。
１）身近な例を通して、問題分析やフローチャートによる表現
を行う。
２）ビジュアルプログラミング言語「Scratch」を使用してプロ
グラミングを行う。
３）発想したアイデアをパソコンを使って表現し作品を完成さ
せる。
いずれもプログラミング初心者を対象としています。

中里　収（名桜大学　国際学群教授）
佐久本　功達（名桜大学　国際学群教授）
天願　健（名桜大学　国際学群教授）

沖縄県名護市 6時間 令和3年7月26日 教諭

小・中・高校教諭
で「プログラミング
的思考」を学びた

い方

7,000円 30人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504611号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】小学校英語教授法と教室
英語

英語教授法について全身反応教授法（命令文を聞いて行動
できる）、直接法（英語のみで授業を行う）、オーディオ・リン
ガル教授法（英語文型を反復と暗記）、コミュニカティブ・ラン
グウィジ・ティーチング教授法（英語のやりとり）を理解し、実
践を行う。教室運営に必要な教室英語と教科書音読につい
ても実践力を高める。

渡慶次　正則（名桜大学　国際学群教授） 沖縄県名護市 6時間 令和3年7月27日 教諭
小学校教諭（英

語担当）
7,000円 30人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504612号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】音楽科教育における打楽
器講座－各楽器の演奏法から合
奏まで－

主に学校教育や部活動で使用する基本的な打楽器につい
て、その取扱い法、演奏法を講義し、その後受講者がグ
ループに分かれ、実際に打楽器を合奏体系で演奏し、講習
の終わりにはその練習の成果を発表する。打楽器合奏体験
には、講習で説明した楽器※（ボディパーカッション含む）を
用いる。曲も容易なものから専門的なものまでいくつか用意
をし、当日受講者に選定して体験してもらう。３０分程度の個
人練習の後にグループ練習に入ります。※邦楽器は含みま
せん。

屋比久　理夏（沖縄県立芸術大学　音楽学部准
教授）

沖縄県那覇市 6時間 令和3年8月25日 教諭
小学校教諭、中・
高等学校教諭
（音楽担当）

7,000円 15人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504613号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄の歌の作り方―作
詞・作曲法―

１．八重山諸島の民謡ユンタの独特な唱法である「交互唱」
を学び、歌ってみてユンタの楽しさを体験します。また、ユン
タの歌詞を作る方法や、旋律の作り方を実習します。
２．沖縄音楽に独特な「琉歌」と「琉球音階」の仕組みを学び
ます。琉歌の歌詞（８・８・８・６）の当てはめ方を学び、その
規則に沿って、琉球音階を使って、沖縄らしさにあふれる歌
を作曲します。

金城　厚（沖縄県立芸術大学　客員教授） 沖縄県那覇市 6時間 令和3年8月4日 教諭
小・中・高等学校
教諭（音楽担当）

7,000円 18人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504614号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄三線音楽の歴史と鑑
賞法

１．三線の源流が西アジアに始まり、琉球を経て、三味線と
して日本にもたらされるまでを概説し、文化比較を論じる。
２．琉球芸能の歴史を古琉球～近世琉球を中心に概説し、
中国文化、日本文化の影響の元に同時の舞台芸能を築い
たことを論じる。
３．三線音楽の様式を概説し、文学形式と音楽形式と舞踊
形式とが一体となって、舞踊表現がつくられていることを論
じる。
４．組踊の様式を概説し、演劇の構成と音楽様式とが密接
に結びついていることを論じる。

金城　厚（沖縄県立芸術大学　客員教授） 沖縄県那覇市 6時間 令和3年8月7日 教諭

中・高等学校教
諭（国語、社会、
音楽、体育、国際
理解教育担当）

7,000円 38人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504615号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】シューベルトの音楽とその
時代－歌曲≪魔王≫を中心に－

中学・高校の鑑賞教材として、主に歌曲が取り上げられる
シューベルトについて、時代背景や彼の音楽の特徴を概観
する。また彼の歌曲≪魔王≫とそれ以前の歌曲の比較など
を通して、シューベルトの音楽の魅力とその時代における
「新しさ」を考える。

倉橋　玲子（沖縄県立芸術大学　音楽学部音楽
学専攻准教授）

沖縄県那覇市 6時間 令和3年8月13日 教諭
中・高等学校教
諭（音楽担当）

7,000円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504616号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】琉球舞踊の概論と実技
沖縄伝統芸能の歴史や文化を理解し、実技を通して琉球舞
踊の特徴や面白さを学び、教育現場でいかせるようにする。

比嘉　いずみ（沖縄県立芸術大学　音楽学部准
教授）

沖縄県那覇市 6時間 令和3年7月10日 教諭
小・中・高等学校
教諭（琉球舞踊に
関心がある教諭）

7,000円 10人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504617号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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琉球大学 【選択】歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を
習得する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同
時に行うのが基本的なスタイルである。弾き手と歌い手が分
業していない。三線演奏により、琉球音楽の特徴、その音楽
性について理解し、音楽教育の中で、あるいは課外授業に
役立てるようにする。

仲嶺　伸吾（沖縄県立芸術大学　音楽学部教
授）
山内　昌也（沖縄県立芸術大学　音楽学部教
授）
新垣　俊道（沖縄県立芸術大学　音楽学部非常
勤講師）

沖縄県那覇市 6時間 令和3年8月3日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（音楽及び課外活
動担当）

7,000円 15人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504618号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ動
物のふれあいと小動物の飼い方
(幼稚園・小学校編）

沖縄こどもの国の役割や今までの学校教育における活用法
について紹介する。モルモットやウサギなどの小動物のふ
れあい方法や飼育方法を講義し、小動物の細やかな観察を
行う。また、沖縄在来家畜、その中でも在来馬の活用法に
ついての講義を行い、大動物であるウマの筋肉などの動き
を含めて観察をおこなう。様々な動物を真近に観察すること
により、自然科学の基礎を学ぶ。そして、最後に幼稚園・小
学校を対象とした動物園を活用したワークシートをグループ
に分かれて作成する。

金尾　由恵（教職センター非常勤講師）
森　あかり（教職センター非常勤講師）

沖縄県沖縄市 6時間 令和3年7月26日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
7,500円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504619号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】小学生に伝えたい身近な
自然の魅力と不思議

理科の総合的な学習の時間において活用可能な沖縄の自
然環境の特徴と魅力を、市街地の中にありながら石灰岩地
の森の自然が残る末吉公園でのフィールドワークと実習、講
義を通して楽しく学び、身近な生物教材への理解を深めるこ
とで、子どもたちに伝えたい郷土の自然について考察する。

藤井　晴彦（教職センター非常勤講師）
佐藤　寛之（教職センター非常勤講師）

沖縄県那覇市 6時間 令和3年7月29日 教諭
小学校教諭（理
科、総合学習担

当）
7,000円 25人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504620号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を
習得する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同
時に行うのが基本的なスタイルである。弾き手と歌い手が分
業していない。三線演奏により、琉球音楽の特徴、その音楽
性について理解し、音楽教育の中で、あるいは課外授業に
役立てるようにする。

仲嶺　伸吾（沖縄県立芸術大学　音楽学部教
授）
山内　昌也（沖縄県立芸術大学　音楽学部教
授）
新垣　俊道（沖縄県立芸術大学　音楽学部非常
勤講師）

沖縄県那覇市 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（音楽及び課外活
動担当）

7,000円 15人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504621号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学 【選択】歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を
習得する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同
時に行うのが基本的なスタイルである。弾き手と歌い手が分
業していない。三線演奏により、琉球音楽の特徴、その音楽
性について理解し、音楽教育の中で、あるいは課外授業に
役立てるようにする。

仲嶺　伸吾（沖縄県立芸術大学　音楽学部教
授）
山内　昌也（沖縄県立芸術大学　音楽学部教
授）
新垣　俊道（沖縄県立芸術大学　音楽学部非常
勤講師）

沖縄県那覇市 6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校教諭、中・
高等学校教諭

（音楽及び課外活
動担当）

7,000円 15人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504622号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ動
物のふれあいと標本の活用(視
覚障害教育編）

沖縄こどもの国の役割や今までの学校教育における活用法
について紹介する。本講習では、視覚障害教育をテーマとし
て、骨格標本をはじめとした標本の活用の模索を行うととも
に、動物園を散策し、視覚障害の方たちがどう感じるのか体
験する。そして、最後に視覚障害を持つ児童向けのプログラ
ムを想定した様々なテーマを定めて動物園を使ったプログラ
ムをグループに分かれて作成する。

金尾　由恵（教職センター非常勤講師）
森　あかり（教職センター非常勤講師）

沖縄県沖縄市 6時間 令和3年7月27日 教諭
特別支援学校教

諭
7,500円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504623号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶう
んち学

動物が生きる基本である「食」について、その過程の最終産
物である「うんち」から読み解く術を紹介する。ゾウを例に動
物飼育におけるフンチェックの重要性、他の様々な動物のフ
ンとの比較、さらに人間のうんちの状態と健康状態の関係
について、いくつかの実習を交えた講義を行う。

金尾　由恵（教職センター非常勤講師）
木下　あや（教職センター非常勤講師）
中村　智映（教職センター非常勤講師）

沖縄県沖縄市 6時間 令和3年7月29日 教諭

幼・小・中・高等
学校教諭（理科・
生活科・特別活

動担当）

7,500円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504624号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ夜
の生き物と星空（夏編）

夏の星空について講義し、その後は夜に観察できる生き物
やフィールドワークの注意点について講義します。日没後に
沖縄こどもの国の園内を散策しながら、身近な自然とそこに
生息する夜の野生生物の姿を観察します。また、天候にもよ
りますが、事前に講義した夜の星空についても実際に観察
します。

中村　智映（教職センター非常勤講師）
木下　あや（教職センター非常勤講師）
藤根　誠道（教職センター非常勤講師）
金尾　由恵（教職センター非常勤講師）

沖縄県沖縄市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,500円 15人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504625号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/
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対象職

種
主な受講対象者

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ動
物の環境適応

沖縄こどもの国の役割や活用法について紹介し、野生動物
とはいったい何か、またそれぞれの野生動物がどのように
環境に適応しているのかをワークショップを通して学ぶ。次
に、動物の進化と分類についての講義を行い、最後に、園
内にてフィールドワークを行いながら、生息している環境か
ら見る動物の形について実際に生体を見ながら考え、「環境
の適応」というテーマで気づいたことの発表をグループごと
に行う。

金尾　由恵（教職センター非常勤講師）
森　あかり（教職センター非常勤講師）
藤根　誠道（教職センター非常勤講師）

沖縄県沖縄市 6時間 令和3年8月11日 教諭

幼・小・中・高等
学校教諭（理科・
生活科・特別活

動担当）

7,500円 20人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504626号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ沖
縄学

沖縄の身近な自然や野生生物について、またその置かれて
いる現状をどう授業で伝えることができるのかを一部実習を
通しながら口述する。今回はオオコウモリをテーマとし、動物
と自然とのつながりを学び、どう学校教育に活かせるか考え
る。また、植物の基本的な構造を学びながら、植物に関する
さまざまなワークショップを体験しながら、自然と科学のつな
がりを考察する。

金尾　由恵（教職センター非常勤講師）
翁長　朝（（公財）沖縄こどもの国　こども未来課
課長）
藤根　誠道（教職センター非常勤講師）
中村　智映（教職センター非常勤講師）

沖縄県沖縄市 12時間
令和3年8月16日～
令和3年8月17日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭（理科・
生活科・特別活

動担当）

15,000円 15人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504627号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】カエルの骨格標本作成と
標本の教材化

沖縄を含む琉球列島の自然、またそこに生息する在来生物
と外来生物についての講義を行う。そして、カエルをテーマ
に講義した後、実際に沖縄の外来生物であるカエルの仲間
を解剖し、胃内容物などを調べて何を食べているかを調べ、
在来の生き物に及ぼす影響を考える。そして、カエルの体の
構造を、骨格標本にすることによってよりよく理解する。

金尾　由恵（教職センター非常勤講師）
中村　智映（教職センター非常勤講師）

沖縄県沖縄市 6時間 令和3年9月4日 教諭

小・中・高等学校
教諭（理科・生活
科・特別活動担

当）

7,000円 10人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504628号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ「科
学を楽しもう！」

前半は沖縄こどもの国の役割と今までの学校教育現場での
活用法、また園内の動物たちを実際に観察しながら、自然
科学の不思議にたどりつく「観察」について講義する。後半
は、沖縄こどもの国が県や市からの委託によって行っている
科学の実験を学校現場で使えるような方法も交えながら講
義・実習を行う。最後に沖縄こどもの国の活用法についての
論述試験を行う。

金尾　由恵（教職センター非常勤講師）
中村　智映（教職センター非常勤講師）
髙江洲　義尚（教職センター非常勤講師）

沖縄県沖縄市 6時間 令和3年10月2日 教諭
幼・小・中学校教

諭
7,500円 20人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504629号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄こどもの国で学ぶ夜
の生き物と星空（秋冬編）

秋・冬の星空について講義し、その後は夜に観察できる生き
物やフィールドワークの注意点について講義します。日没後
に沖縄こどもの国の園内を散策しながら、身近な自然とそこ
に生息する夜の野生生物の姿を観察します。また、天候に
もよりますが、事前に講義した夜の星空についても実際に
観察します。

中村　智映（教職センター非常勤講師）
木下　あや（教職センター非常勤講師）
藤根　誠道（教職センター非常勤講師）
金尾　由恵（教職センター非常勤講師）

沖縄県沖縄市 6時間 令和3年11月6日 教諭
小・中・高等学校

教諭
7,500円 15人

令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504630号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

琉球大学
【選択】沖縄在来家畜から学ぶ沖
縄の歴史と文化

昔より人とともに生き、役にたってきた沖縄の文化や歴史を
伝える在来家畜に対して、またそれらが置かれている現状
を伝えるために、いかに授業において活かすことができるの
か、一部実習を行いながら口述する。また、長い歴史の間
培われてきた先人の知恵を学び黒糖作り体験をしながら学
び、現在少なくなってきてしまった在来家畜の今後の活用法
を検討する。

金尾　由恵（教職センター非常勤講師）
藤根　誠道（教職センター非常勤講師）

沖縄県沖縄市 6時間 令和3年12月11日 教諭

幼・小・中・高等
学校教諭（理科・
生活科・特別活

動担当）

7,500円 15人
令和3年4月17日～
令和3年4月25日

令03-
10086-
504631号

098-895-8833
http://www1.edu.u-
ryukyu.ac.jp/menkyo/

東京都立大学
【選択】多文化・多民族共生と教
育

日本社会の多文化・多民族化に伴う教育の課題を明らかに
することを目的に、最近の研究成果を紹介・分析するととも
に、外国につながる子どもにどのような教育が必要なのか
を具体的な事例を交えながら考える。また、当事者である講
師をゲストスピーカーとして招いて、外国籍で日本の学校に
いることの意義についても話を聞く予定である。

金　侖貞（人文社会学部 人間社会学科 教育学
教室　准教授）

東京都八王子
市

6時間 令和3年8月18日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 25人

令和3年4月22日～
令和3年5月22日

令03-
20024-
504317号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
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東京都立大学 【選択】歴史学研究の現状と課題

世界史・日本史のそれぞれの分野の歴史学研究の現状と
課題を講述します。東洋古代史の分野では、主に朝鮮半島
地域と中国・日本など東アジア地域との対外交流に関して、
近年の研究状況の一端を紹介し、今後の課題を見通しま
す。日本史分野では主に日本現代史研究、とくに1920年代
～敗戦、戦後史について、最近の研究状況をいくつかの論
点にそくしながら紹介します。

赤羽目　匡由（人文社会学部 人文学科 歴史
学・考古学教室　准教授）
源川　真希（人文社会学部 人文学科 歴史学・
考古学教室　教授）

東京都八王子
市

6時間 令和3年8月18日 教諭
中学校・高等学
校社会科教諭向

け
6,000円 25人

令和3年4月22日～
令和3年5月22日

令03-
20024-
504318号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学 【選択】最近の地理学

高等学校における新学習指導要領では地理総合が必履修
化されるなど、地理学を取り巻く最近の事情は大きく変わり
つつあります。この講習では最近の地理学について、自然
地理学、人文地理学、地誌学の専門家がそれぞれ最新の
研究成果を取り入れた講義を行ないます。いずれも、現場
での授業に役立つような内容になれば、と思っています。

滝波　章弘（都市環境学部　地理環境学科　准
教授）
鈴木　毅彦（都市環境学部　地理環境学科　教
授）
渡邊　眞紀子（都市環境学部　地理環境学科
教授）

東京都八王子
市

6時間 令和3年8月18日 教諭
中学校・高等学
校社会科教諭向

け
6,000円 25人

令和3年4月22日～
令和3年5月22日

令03-
20024-
504319号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学
【選択】授業でのICTとマルチメ
ディアの活用

本講座では、初めに教育工学や教育心理学の視座からそ
の知見について若干ふれる。次に、国内外でのICT活用状
況や施策について概観するとともに、国内でのICTを用いた
授業事例を紹介する。後半は、動画編集に係る基礎的知識
やその方法について習得する講習を行う。以上を講義と実
習により行う

永井　正洋（大学教育センター　教授）
根元　裕樹（学術情報基盤センター　特任准教
授）
松波　紀幸（帝京大学　教職センター　准教授）

東京都八王子
市

6時間 令和3年8月19日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 25人

令和3年4月22日～
令和3年5月22日

令03-
20024-
504320号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学 【選択】哲学概論

価値観の多様化に伴い混沌の様相を深める現代にあって、
それら諸価値をどのように理解し、どのような姿勢をとるべ
きか。近現代の西洋哲学の知見を取り入れながら、あるべ
き現代人の知的・倫理的態度を考察する。とりわけ、私たち
が直面するさまざまの哲学的問題にどのような態度で取り
組むことが最も生産的であるのかを具体例を通じて検討す
る。近年、学びの現場においても、いかなる知的・倫理的態
度を持つべきかが、生徒に対しても、教師自身に対しても厳
しく問われることとなっている。この問題に現代哲学・倫理学
がどう貢献しうるかを解説・考究する。

岡本　賢吾（文社会学部 人文学科 哲学（哲学・
西洋古典学）教室　教授）
木田　直人（文社会学部 人文学科 哲学（哲学・
西洋古典学）教室　准教授）

東京都八王子
市

6時間 令和3年8月19日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 25人

令和3年4月22日～
令和3年5月22日

令03-
20024-
504321号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学
【選択】数学的な考え方とその応
用

1. 初等整数論とその応用について講義する。特に、素数と
現代暗号との関係について述べ、現代社会の基礎となる数
学の一分野の紹介としたい。
2. 「一次分数変換を通してみる複素数平面の幾何学」一次
分数変換とは、複素数 z を別の複素数 (az+b)/(cz+d) に送
る変換である。この一見単純な変換がもつ様々な性質を通
して、複素数平面上の幾何学を考察する。

内山　成憲（理学部 数理科学科　教授）
深谷　友宏（理学部 数理科学科　准教授）

東京都八王子
市

6時間 令和3年8月19日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭向

け
6,000円 25人

令和3年4月22日～
令和3年5月22日

令03-
20024-
504322号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学
【選択】高校生物課題研究〜生
化学，生理，発生

指導要領の変更により高校生物の「探究」が大きく取り上げ
られます．酵素をつかって、教科書の理解を深めつつ課題
研究ができないか。発生や、生理学、生化学など座学になり
がちな分野で課題研究ができないか。そのような分野でど
のような課題研究ができるか、研究者と一緒に考えてみま
せんか。１時間目は高校課題研究全般について、２−４時間
目はタンパク質の精製の実験を行います。
高校生物を主たる対象としていますが、中学の理科担当で
探究に興味のある教員にも役に立つ内容にしています。

福田　公子（理学部　生命科学科　准教授）
斎藤　太郎（理学部　生命科学科　助教）

東京都八王子
市

6時間 令和3年8月19日 教諭
中学校・高等学
校生物教諭向け

6,000円 15人
令和3年4月22日～
令和3年5月22日

令03-
20024-
504323号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

東京都立大学
【選択】高校生物課題研究〜生
態，系統，行動

指導要領の変更により高校生物の「探究」が大きく取り上げ
られます．生態，系統、行動の研究課題では、材料の選定
に困難を感じることもあると思います。本講座ではこの分野
の研究に使え、簡単に屋外で集められる材料を研究者が紹
介し，一緒に高校での課題研究を考えていきたいと思いま
す．１-３時間目は実際に野外に出て植物生態実習を、４時
間目は野外植物をつかった課題研究の紹介をします。
高校生物を主たる対象としていますが、中学の理科担当で
探究に興味のある教員にも役に立つ内容にしています。

福田　公子（理学部　生命科学科　准教授）
村上　哲明（理学部　生命科学科　教授）
加藤　英寿（理学部　生命科学科　助教）

東京都八王子
市

6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校・高等学
校生物教諭向け

6,000円 15人
令和3年4月22日～
令和3年5月22日

令03-
20024-
504324号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学
【選択】ゲノム編集技術を用いた
医科学研究の最前線

最近よく耳にするようになった、ゲノム編集技術とはどのよう
な技術なのか解説し、ヒト細胞でのゲノム編集研究で明らか
にした新規のゲノム維持メカニズムについてお話しします。
遺伝学アプローチによるゲノム維持メカニズムの研究が、皆
さんの生活にどのように関わるのか、社会との接点や将来
展望についてもお話しいたします。

廣田　耕志（理学部 化学科　教授）
東京都八王子
市

6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校・高等学
校理科教諭向け

6,000円 25人
令和3年4月22日～
令和3年5月22日

令03-
20024-
504325号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学
【選択】物理における最新の研究
と物理の授業法

以下のテーマについて講義を行う：①「素粒子」に関する研
究分野の最近の話題、②「原子と分子」に関する研究分野
の最近の話題、③④物理の授業法。　
①と②では最前線の研究のテーマを紹介し、生徒に物理学
の魅力を伝えるのに役立つ話題の提供を目指す。③と④で
は実験を通して，生徒が自ら考える物理教育を目指す。

角野　秀一（理学部　物理学科　教授）
田沼　肇（理学部　物理学科　教授）
土屋　博（理学部　物理学科　非常勤講師）

東京都八王子
市

6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校・高等学
校理科教諭向け

6,000円 25人
令和3年4月22日～
令和3年5月22日

令03-
20024-
504326号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

東京都立大学
【選択】学校と地域における安
全・防災教育の展開

災害等が多発する中で、学校と地域における安全・防災の
取り組みが一層重要となっている。とりわけ首都直下型、南
海トラフ、北海道東部など全国で大規模な災害が想定され
ており、学校や地域において質の高い防災教育・防災学習
を展開する必要がある。東日本大震災後の調査・研究の成
果に学ぶとともに、震災当時に校長・教諭として児童・生徒
の避難誘導にあたり、震災後も全国で防災教育関連の現職
研修等にかかわるゲストをお招きして話を聴く。

野元　弘幸（人文社会学部　人間社会学科　教
育学教室 教授）

東京都八王子
市

6時間 令和3年8月20日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 100人

令和3年4月22日～
令和3年5月22日

令03-
20024-
504327号

042-677-1111
(内線： 2222)

https://www.tmu.ac.jp/

神奈川県立保健
福祉大学

【選択】子どもの基礎（１）

同時双方向型により実施
①「保健室から考える学校安全とリスクマネジメント」
養護教諭としての危機管理能力を高めることを目的とし、前
半は学校事故やヒヤリハット事例などから学校安全の在り
方について考え、後半は重大事故を防止するためのリスク
マネジメントについてグループワークなどを行う。
②「不器用な子どもの「できた」が増える支援方法」　
発達障害等により運動や手先の動きに苦手のある子どもた
ちについて、感覚統合の考え方をもとにした具体的支援の
方法について講義および演習を行う。

内山　有子（東洋大学　ライフデザイン学部准教
授）
笹田　哲（保健福祉学部リハビリテーション学科
長　教授）

インターネット 6時間 令和3年7月28日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 120人

令和3年5月10日～
令和3年5月31日

令03-
20026-
503451号

045-366-5800
https://www.kuhs.ac.jp
/jissen/
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対象職

種
主な受講対象者

神奈川県立保健
福祉大学

【選択】子どもの基礎（２）

同時双方向型により実施
①「子どもの食育」
子どもの栄養状態、抱えているアレルギー問題、食育基本
法、食と運動との関係等について講義し、現代の子ども が
抱える栄養の課題を取り上げる。
②「子どもが抱えている心の問題」「校内で広がる感染症　コ
ロナだけじゃない！なぜ広がる　どう対応する」
子どもが抱えている心の問題や課題、学校で広がりやすい
感染症について解説し、養護教諭の対応の仕方、学校での
関わり方について考える。

倉貫　早智（保健福祉学部栄養学科准教授）
榊　恵子（保健福祉学部看護学科教授）
川名　るり（保健福祉学部看護学科教授）

インターネット 6時間 令和3年7月29日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 120人

令和3年5月10日～
令和3年5月31日

令03-
20026-
503452号

045-366-5800
https://www.kuhs.ac.jp
/jissen/

神奈川県立保健
福祉大学

【選択】子どもの基礎（３）

同時双方向型により実施
①「子どもの環境の理解およびアプローチ」
子どもたちが抱える課題を環境面から紐解き、養護教諭とし
ての対応の参考になり得るソーシャルワークのアプローチに
ついて講義を行うとともに、受講者の質問に答えていく。
②「養護教諭の活動の評価」
養護教諭の能力向上への意欲を高めることを目的とし、養
護教諭の活動評価や能力形成過程および健康教育につい
ての講義とグループワークを行う。

高橋　佐和子（保健福祉学部看護学科准教授） インターネット 6時間 令和3年7月30日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 120人

令和3年5月10日～
令和3年5月31日

令03-
20026-
503453号

045-366-5800
https://www.kuhs.ac.jp
/jissen/

金沢美術工芸大
学

【選択】空間を創り出す美術・造
形

本講習は美術・図工教育の実践に役立つ新たな話題や方
法を紹介し、体験を通して指導や制作活動のヒントを学ぶこ
とを目的とする。今年度は空間をテーマとし、立体造形や展
示など、学校でなじみの高くない素材を使った表現や、学校
での作品展示などのセンスとスキルを獲得できるプログラム
を実施する。講習では受講者相互によるディスカッションや
交流を通して、新たな興味と意欲を喚起できるよう企画して
いる。

田中　信行（美術工芸学部工芸科教授）
角谷　修（美術工芸学部デザイン科教授）
芝山　昌也（美術工芸学部美術科准教授）
荷方　邦夫（一般教育等准教授）

石川県金沢市 18時間
令和3年8月10日～
令和3年8月12日

教諭

小学校教諭（図
画工作）、中学校
教諭（美術）、高
等学校教諭（美

術、工芸）

20,000円 15人
令和3年4月16日～
令和3年5月31日

令03-
20034-
504013号

076-262-3531
https://www.kanazawa
-bidai.ac.jp/

山梨県立大学
【選択】幼稚園教諭の実践力を高
める（自然科学）

・小学校への接続を見通した幼稚園教育における科学教育
のあり方について研修する。
・幼児期にどのような遊びや学びをすることで、科学に対し
て興味関心をもち、主体的で深い学びになるかを身近で具
体的な教材・教具を使って体験する。

山崎　宣次（人間福祉学部准教授） 山梨県甲府市 6時間 令和3年9月18日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 25人

令和3年4月16日～
令和3年5月31日

令03-
20038-
503327号

055-224-5260
(内線： 1124)

http://www.yamanashi-
ken.ac.jp/

山梨県立大学
【選択】学校保健に関わる養護教
諭の実践能力を高める

「養護教諭の子どもへの理解を深め、教育力を高める」、
「養護教諭の専門性を向上する」、「健康相談活動の技術力
を高める」の三つの観点において各々２～３科目を展開し講
義と演習を行う。

横森　愛子（看護学部准教授）
小尾　栄子（看護学部講師）
須田　由紀（看護学部講師）
有野　久美（看護学部非常勤講師）

山梨県甲府市 18時間
令和3年7月31日～
令和3年8月2日

養護教
諭

養護教諭 18,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月31日

令03-
20038-
503328号

055-224-5260
(内線： 1124)

http://www.yamanashi-
ken.ac.jp/

山梨県立大学
【選択】幼稚園教諭の実践力を高
める（音楽）

「子ども」のイメージを表現しよう～音楽で～

「子ども」の気持ちや動きなどが、音や音楽とどうかかわって
いるか、生活や遊びの中から考えていきます。また、その
「子ども」の観察の成果を、音で表現することを考えてグ
ループワークで実践し、発表します。

村木　洋子（人間福祉学部教授） 山梨県甲府市 6時間 令和3年9月19日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 35人

令和3年4月16日～
令和3年5月31日

令03-
20038-
503329号

055-224-5260
(内線： 1124)

http://www.yamanashi-
ken.ac.jp/

山梨県立大学
【選択】幼稚園教諭の実践力を高
める（食育・身体表現）

午前は、子どもと家族が主体的に取り組むことができる食育
活動における教材や家庭との連携、支援方法について、実
践的に学びます。食生活支援に関する最新情報も説明しま
す。
午後からは、幼児の豊かな表現性と創造性を育むことを目
的として、身体表現の具体的な指導法について、実践的に
学びます。楽しく踊ったり、なりきって表現したりしながら、そ
の意義も考えていきます。

髙野　牧子（人間福祉学部教授）
鳥居　美佳子（人間福祉学部准教授）

山梨県甲府市 6時間 令和3年9月25日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 35人

令和3年4月16日～
令和3年5月31日

令03-
20038-
503330号

055-224-5260
(内線： 1124)

http://www.yamanashi-
ken.ac.jp/
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山梨県立大学
【選択】幼稚園教諭の実践力を高
める（美術）

子どもと美術造形活動を行う際に配慮する点について、事
例を交えながら検証し、理想的な教員の関わり方を考える。
描画や立体造形等の実技を通して、素材や表現に対する理
解を深めるとともに、鑑賞の時間の有用性についても触れ
ていく。

古屋　祥子（人間福祉学部准教授） 山梨県甲府市 6時間 令和3年9月12日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 16人

令和3年4月16日～
令和3年5月31日

令03-
20038-
503331号

055-224-5260
(内線： 1124)

http://www.yamanashi-
ken.ac.jp/

都留文科大学
【選択】子どもの深い学びを支え
る算数科教材研究と授業づくり

算数は，知識・技能の習得だけでなく，子どもが深く考え，概
念を学習できるようにすることが重要です。そのため，教師
は学習内容の背景にある本質的な数学を理解しておくこと
が必要です。そこで本講習では，算数の具体的な学習内容
を取り上げ，教材研究のあり方と授業づくりについて考えま
す。算数は中学校の数学との関連が強いので，中学校の数
学の先生にも参考になります。

新井　仁（教養学部准教授） 山梨県都留市 6時間 令和3年6月20日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（数学）

6,000円 60人
令和3年4月16日～
令和3年5月17日

令03-
20039-
503589号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学
【選択】「主体的、対話的で深い
学び」を具現化する小学校国語
科授業

小学校国語科「読むこと」の模擬授業を体験し、その振り返
りをワークショップ形式で行って、国語科の授業創りに必要
となる要素（指導事項・教材・言語活動）と児童の実態把握
について、検討する。併せて、現行学習指導要領の柱であ
る「主体的、対話的で深い学び」を具現化した国語科授業に
ついて、考察する。最後に「読むこと」の授業研究方法につ
いての講義を聞き、自分の考えをまとめる。

春日　由香（教養学部准教授） 山梨県都留市 6時間 令和3年7月3日 教諭 小学校教諭 6,000円 70人
令和3年4月16日～
令和3年5月17日

令03-
20039-
503590号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学
【選択】魅力的な教材開発や実験
指導における実践的な取り組み
について

理科教育の現状は、教材活用や実験内容をより実践的なも
のとし、児童生徒への効果的な指導法の確立を目指してい
く必要に迫られている。現場教員の実態を踏まえ、魅力的な
教材開発や演示手法の工夫の紹介、グループ実験実習を
実施する。例えば、「ICTツールの活用事例の紹介」「色や光
を伴う化学実験」「燃焼・爆発などや注意を要する実験」など
を予定している。

山田　暢司（教養学部特任教授） 山梨県都留市 6時間 令和3年7月3日 教諭
中学校・高等学

校理科教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月17日

令03-
20039-
503591号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学
【選択】社会科の新しい動向と教
材作り

中学校社会科、高等学校公民科の新しい学習指導要領の
動向を探り、その理解とその根底にある原理や背景を学
ぶ。そのための社会科の授業実践を紹介し、意見交換等を
交えながら進めていきたい。

西尾　理（教養学部教授） 山梨県都留市 6時間 令和3年7月3日 教諭
中学校社会科・
高等学校公民科

教諭向け
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月17日

令03-
20039-
503592号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学
【選択】新学習指導要領実施に対
応した中学校・高校における英語
の授業づくり

新学習指導要領に対応した中学校・高校における英語授業
の進め方、授業準備の仕方についてどのような改善方法が
あるかを参加される先生方と一緒に考えていきます。５０分
の授業のつくりかた、語彙数の大幅な増加にどのように対
応するか、中高の接続について考えたいこと、教材研究の
方法とワークシートのつくり方など、先生方が今後、英語を
指導される際に役立つ新たな視点をいくつか提示したいと
思います。

萩原　一郎（文学部特任教授） 山梨県都留市 6時間 令和3年7月4日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月17日

令03-
20039-
503593号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学
【選択】1人1台の端末環境を整備
するGIGAスクール構想は国語科
の授業をどう変えるか

全国で急速に広がりつつある情報機器を活用した実践事例
を体験しながら、1人1台の端末環境を備えた教室における
授業改革の方向性を理解する。
また、国語科教育において情報機器導入がもたらす授業改
善の可能性を理解し、「主体的・対話的で深い学び」を実践
するための具体的な手立てを知る。
なお、教育ICTを授業で活用したことがない方のために、
ティーチングアシスタントによる個別の支援態勢をととのえる
予定。

野中　潤（文学部教授） 山梨県都留市 6時間 令和3年7月4日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月17日

令03-
20039-
503594号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

都留文科大学
【選択】学級集団育成の理論とグ
ループアプローチ

現代の日本の学校教育は、学級集団を基本単位とし、そこ
でのふれ合いや学び合いを通じて子どもたちの個性や社会
性、学力などを育成していくシステムを取っています。従って
学級集団の状態(現在地）が良好であるかどうかが重要とな
ります。ここでは、学級集団育成のための方法論とグループ
アプローチを活用した学級経営の方法、さらにＱＵを活用し
た学級状態の把握の仕方について紹介したいと思います。
実習も取り入れ、体験を通した理解ができるようにしたいと
考えています。

品田　笑子（教養学部非常勤講師） 山梨県都留市 6時間 令和3年7月10日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、

養護教諭
6,000円 60人

令和3年4月16日～
令和3年5月17日

令03-
20039-
503595号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学 【選択】地層と化石の観察

小学校「土地のつくりと変化」、中学校「大地の成り立ちと変
化」では、「地層」や「化石」の観察が登場する。しかしながら
「地層」や「化石」を身近に観察できる場所は少なく、経験が
ないため「地層」や「化石」の指導に不安を感じている教員も
少なくない。この講習では、①野外での実際の地層を観察
し、地層に含まれている化石を採取する。更に、②化石を観
察し、「地層」や「化石」の成因を考察する。

鷹野　貴雄（教養学部非常勤講師） 山梨県都留市 6時間 令和3年7月10日 教諭 小学校教諭 6,000円 25人
令和3年4月16日～
令和3年5月17日

令03-
20039-
503596号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学
【選択】子どもたちの心と関わる
ために

今、社会が大きく変貌しつつあります。そのような中で、子ど
もを取り巻く課題はますます増幅していることはいうまでもあ
りません。不登校、いじめ、コミュニケーションが苦手、怒り
の感情のコントロールが苦手、発達障害など、様々な困難さ
を感じている子どもをどのように理解したらよいのでしょう
か。教育心理学、臨床発達心理学の視点から、子どもの困
難さの理解と具体的な支援について考える機会にしたいと
思います。

早川　惠子（教養学部非常勤講師） 山梨県都留市 6時間 令和3年7月11日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、

養護教諭
6,000円 80人

令和3年4月16日～
令和3年5月17日

令03-
20039-
503597号

0554-43-4341
(内線： 238)

https://www.tsuru.ac.jp
/

愛知県立大学
【選択】日本思想史・文化史と現
代社会

グローバル時代ないしポストグローバル時代に巣立つ生徒
が向き合う現代社会を展望しつつ、時代の課題を捉えかつ
挑むための認識枠組みのヒントを歴史（特に思想史や文化
史）に求め、教科書、学習指導要領、大学入試センター試
験・共通試験などを参照しながら、近年の学術議論を踏まえ
て現場の先生方と考える。

上川　通夫（日本文化学部教授）
樋口　浩造（日本文化学部教授）

愛知県長久手
市

6時間 令和3年7月31日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

社会科教諭
6,000円 30人

令和3年5月6日～
令和3年6月4日

令03-
20049-
504879号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/

愛知県立大学
【選択】近現代史と憲法から考え
る社会科

学習指導要領は「教育課程の基準」であり、教育内容を考え
る主体は専門性を持つ教師です（+保護者、地域住民、地方
教育行政、子ども）。
教育内容を考えるにあたり、近現代史と日本国憲法の理解
は欠かせません。残念ながらこれらの領域の学問研究の成
果が十分に理解されていないので、その基礎的な理解をす
すめることを中心とします。

久保田　貢（教育福祉学部教授）
愛知県長久手
市

6時間 令和3年8月4日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

社会科教諭
6,000円 30人

令和3年5月6日～
令和3年6月4日

令03-
20049-
504880号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/

愛知県立大学
【選択】2022年度の成年年齢引
下げに向けた消費者教育

社会経験が不足する若者を中心に、マルチ商法やデート商
法などによる消費者トラブルが多発している。また、その多く
は契約に際してクレジットカードや消費者金融が悪用される
ことから、若者が多重債務状態に追い込まれる事案も発生
している。
成年年齢の引下げに伴い、こうしたトラブルや多重債務者
問題が18歳の若者にまで広がることが懸念されるため、学
校現場における消費者教育の充実は喫緊の課題となって
いる。
本講習では、若者の消費者被害の現状を知り、消費者保護
制度などを学ぶとともに、グループワークを通じ、授業等に
おける実践的な消費者教育を実施するための能力の獲得
を目指す。

東　珠実（椙山女学園大学　現代マネジメント学
部教授）
田村　佳子（教育福祉学部教授）

愛知県長久手
市

6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和3年5月6日～
令和3年6月4日

令03-
20049-
504881号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

愛知県立大学
【選択】教職における仕事と生活
のバランス

「学び続ける教員像」が提起されるに伴い、教師が自らの教
育実践を振り返り改善することが求められるようになってい
る。また、「学び」が教師の専門性の中核として注目されてい
る。そこで本講習では、「学び方を学ぶ」ことをテーマとし、教
師が自らの実践を振り返り次なる実践に向けて成長できる
方法を論じ実践する。具体的には、参加者同士が互いの教
職生活を中心に語り合うことを通して、自らの経験を振り
返ったり他者の経験から学んだりする。

三品　陽平（愛知県立芸術大学　音楽学部准教
授）

愛知県長久手
市

6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、中等
教育学校、高等

学校教諭

6,000円 30人
令和3年5月6日～
令和3年6月4日

令03-
20049-
504882号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/

愛知県立大学
【選択】小・中学校外国語教育の
方向性：小学校の学びを中学校
にどう接続するか

本講習では、新たな学習指導要領に基づく小・中学校外国
語教育に関する基礎的かつ実践的な知識を習得することを
目指す。理論面では小・中学校段階での外国語教育の目的
と意義、育成を目指す資質・能力、評価のあり方などについ
て学ぶ。また実践面では、具体的な指導技能や活動案など
を修得する。さらに、小学校中学年「外国語活動」と高学年
「外国語」の学びを、中学校「外国語」に接続していくため
に、具体的な課題等を検討しながら「今すべきこと」を考え
る。

池田　周（外国語学部教授）
愛知県長久手
市

6時間 令和3年8月11日 教諭
小学校教諭、中
学校英語科教諭

6,000円 30人
令和3年5月6日～
令和3年6月4日

令03-
20049-
504883号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/

愛知県立大学
【選択】ラケットスポーツ（バドミン
トン）

本講習ではバドミントンを楽しくすることで、生涯にわたって
心身の健康維持、増進をはかるために必要な基礎知識とス
ポーツ技能を学習し、生涯継続してスポーツを楽しみながら
健康づくりができるようにしたい。コミュニケーションをとりな
がら相互学習し、ダブルス戦やチーム戦によって友情を深
める。また、スポーツの勝敗を体験することにより、身体運
動の楽しさを感受し、感性の磨きを期待する。目標はバドミ
ントンの基本的な打ち方を習得し、個人戦やチーム戦を楽し
みながら、技能の向上ができるようにする。

湯　海鵬（教育福祉学部教授）
愛知県長久手
市

6時間 令和3年8月25日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
体育科教諭、養

護教諭

6,000円 40人
令和3年5月6日～
令和3年6月4日

令03-
20049-
504884号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/

愛知県立大学 【選択】ジャズに学ぶ

昨今の音楽教育では「既定の作品の再現」に重きが置かれ
がちであり、即興、すなわちリアルタイムに構造を産出する
行為について、その理解と学習が積極的になされていると
は言い難い。
しかし、即興はユニバーサルな音楽行為であると同時に、音
楽技能はもちろん、創作や音楽づくりを含む創造的な音楽
学習に関わるヒントが数多く含まれていることから、指導者
が即興に対する理解と技能を深めることは音楽教育の質的
向上において有益である。
本講習では現代において即興が重要な様式上の要素と
なっているジャズを題材に、その演奏や学習の方法論を基
本を学ぶとともに、音楽学習観について考えたい。

高橋　範行（教育福祉学部准教授）
愛知県長久手
市

6時間 令和3年8月26日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽科教諭
6,000円 20人

令和3年5月6日～
令和3年6月4日

令03-
20049-
504885号

0561-76-8832
https://www.aichi-
pu.ac.jp/

京都府立大学 【選択】古典のあらたな地平

古典文学・語学にかんする今日の研究動向を踏まえなが
ら、古典の読解にたいするユニークなアプローチを試みる。
本講習によって、古典への関心を高めるための工夫や、古
典教材への新たな視点・知見を習得することを目指す。

竹島　一希（文学部日本・中国文学科准教授）
本井　牧子（文学部日本・中国文学科教授）
仁木　夏実（文学部日本・中国文学科准教授）
藤本　灯（文学部日本・中国文学科講師）

京都府京都市 6時間 令和3年8月2日 教諭
中・高等学校（国
語科）教諭向け

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
20055-
504896号

075-703-5118 https://www.kpu.ac.jp/
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京都府立大学
【選択】食品のレオロジー・栄養
管理プロセス

・食品の調理中あるいは製造中における、食品のかたさ、や
わらかさ、流動性といったレオロジー的性質の変化につい
て、成分や構造の変化と関連付けて解説する。さらに食品
のレオロジー的性質の一つである食品のテクスチュアの評
価について学ぶ。
・栄養管理の手法のひとつである栄養管理プロセスについ
て概説し、集団における栄養評価方法について実践的に学
ぶ。
・学童保育施設に通う児童の栄養状態について調査結果を
もとに解説し、議論する。

田代　有里（生命環境学部食保健学科講師）
小林　ゆき子（生命環境学部食保健学科講師）

京都府京都市 6時間 令和3年8月3日
教諭

栄養教
諭

栄養教諭、中・高
等学校（家庭）教

諭
6,000円 25人

令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
20055-
504897号

075-703-5118 https://www.kpu.ac.jp/

京都府立大学 【選択】基礎科学研究の先端

生物、化学、物理の先端分野である「分子生物学」「材料化
学」「原子核物理学」における、今日の研究状況と発展方向
について紹介をする。具体的には「分子生物学研究から生
まれた植物科学の新しい視点」「機能性無機顔料開発の現
状」「大強度加速器を利用した科学」をテーマにして講習を
おこなう。この講習が、理科教員に求められる最新の知識
や技術を習得する上での一助となることを目指す。

山下　博史（生命環境学部環境・情報科学科講
師）
佐藤　雅彦（生命環境学部環境・情報科学科教
授）
斧田　宏明（生命環境学部環境・情報科学科講
師）
関原　隆泰（生命環境学部環境・情報科学科講
師）

京都府京都市 6時間 令和3年8月4日 教諭
小・中・高等学校
（理科）教諭向け

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
20055-
504898号

075-703-5118 https://www.kpu.ac.jp/

公立鳥取環境大
学

【選択】身近な素材でつくる暑熱
環境測定器で熱中症危険度を調
査

学校現場においては，保健体育の授業はもとより，学校行
事にあたる運動会・体育祭などが実施されている。その一
方で，猛暑により救急搬送される生徒も増加しており，教員
の熱中症に関する知識・意識の向上は急務である。
　そこで，本講習では身近な素材を用いて簡易的な暑熱環
境測定器を作製し，温熱環境の測定方法と熱中症評価の
基礎を体験的に理解する。

重田　祥範（環境学部准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年7月30日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 25人
令和3年4月18日～
令和3年7月16日

令03-
20066-
504642号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】鳥取まちづくり考

ゲーム方式のグループワークにてまちづくりのプロセスを経
験する。
そして、我々の生活の基盤となる「まち」の見方（都市と農村
の関係、地域経済、人口など）を学び、「まち」が持続的に発
展していくための方策を考える。

山口　創（環境学部講師） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月1日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

（社会科）

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年7月16日

令03-
20066-
504643号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】Growth Mindset and
Active Learning (Literacy)

教育において、「主体的・対話的で深い学び」を実現していく
ために、アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善が求
められている。本講習では、アクティブ・ラーニングの視点と
ともに学習や問題解決に使われる脳の処理能力は開発・育
成できる（＝成長）という考え、成長型マインドセットについて
ワークショップ式で体験して、それぞれが担当されている生
徒への教育活動に取り入れていくことを想定した教材を作
成する。焦点は主にリテラシー（読み書き）になります。

Bettina　BEGOLE（人間形成教育センター教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月1日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

（英語）

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年7月16日

令03-
20066-
504644号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】鳥取砂丘の海ごみ調査
（フィールドワーク）

海ごみは近年、世界の関心が高まっている環境問題の一つ
である。本講習では本学が平成２１年から取り組んできた海
岸漂着ごみ調査研究の一端である、人工漂着物の回収方
法と組成分析を体験する。海ごみ問題を取り扱う環境教育
や生徒とのフィールドワークを行う際に、本講義の内容が役
立つことが期待される。

佐藤　伸（環境学部准教授）
荒田　鉄二（環境学部教授）
金　相烈（環境学部准教授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月3日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

（理科）

6,000円 30人
令和3年4月18日～
令和3年7月16日

令03-
20066-
504645号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】「流暢さ第一」順番勉強法
で英語の４技能を同時に上げよう

本講習では、英語４技能を同時に伸ばす順番勉強法に焦点
を当て、生徒が英語に対するコンプレックスをなくし英語学
習に興味を持てるような、実践技能としての英語科目につい
て考えます。また、国際交流手段としての英語能力について
理解を深め、生徒主体の「流暢さ第一」順番勉強法を修得し
て、授業での活用方法を考えます。

徳山　瑞文（人間形成教育センター教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月2日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

（英語）

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年7月16日

令03-
20066-
504646号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp
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公立鳥取環境大
学

【選択】創造性を引き出す

総合的な学習の時間や課題研究で、ある課題、例えば生徒
主体でまちづくりの企画案をつくる、地元の資源を使った新
商品を提案するといった課題に対し、より優れた案を引き出
すためには、創造性の発揮が求められます。本講習では、
創造性発現の原理および創造性発揮の促し方を学び、学校
現場での活用方法を考えます。

磯野　誠（経営学部教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年7月16日

令03-
20066-
504647号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】英語授業における発音を
見直そう！

英語の音声面に着目し、音声学・音韻論をもとに「スピーキ
ング・リスニング能力」の向上をめざした講習となります。最
新の音声研究や実践例を紹介し、授業での効果的な活用
法を提示するとともに、発音評定ソフトを用い、個々の発音
だけではなく、リズムやイントネーションについても自己分析
を行います。

中村　弘子（人間形成教育センター准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月10日 教諭

中学校教諭、高
等学校教諭、特
別支援学校教諭

（英語）

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年7月16日

令03-
20066-
504648号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】ジオパークとSDGｓ ～
フィールドで「地球の気持ち」を尊
重した未来を考える～

本講義担当者の専門は地理学である。元ユネスコ世界ジオ
パークの専門員という経験を持ち、今日では認定に係る現
地審査員でもある。本講習では、ジオパークの視点から
SDGsの基盤にあるSustainable development（持続可能な開
発）とは何かの理解を深める。講習は、フィールドワークを主
体に進める。現地観察を軸としながら参加者による「主体
的・対話的で深い学び」を展開していく。理科（地学）や社会
（地理）といった教科枠にとどまらず、総合的な探究にも生
かせる内容を目指す。

柚洞　一央（環境学部准教授） 鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月11日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年7月16日

令03-
20066-
504649号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】鳥取の水を調べよう（実
験）

私たちの暮らしに欠かせない水の性質や水源について解説
する。受講生は自宅から飲料水を持参し、大学周辺の水質
試料とあわせて実験を行う。水道は子供たちにとっても身近
なものであり、本講習の受講者が実際の水質やテスト手法
を知ることで学校教育にも役立てられると期待される。

山本　敦史（環境学部准教授）
戸苅　丈仁（環境学部准教授）
佐藤　伸（環境学部准教授）

鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月12日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

（理科）

6,000円 20人
令和3年4月18日～
令和3年7月16日

令03-
20066-
504650号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

公立鳥取環境大
学

【選択】GIGAスクール構想を踏ま
えた，ICT活用教育の動向と実践

本講習では、GIGAスクール構想の推進に応じ、これから求
められてくる主体的・対話的で深い学びについて、一人一台
の端末(ICT機器)を活用し日々の学習活動を実現することを
体験的に模索します。併せて、ICTを扱うことによって生じる
文化的差異や、STEAM教育等の概略も学びます。

千代西尾　祐司（島根大学　教職大学院教授）
岩崎　有朋（鳥取県教育センター　教育企画研
修課係長）

鳥取県鳥取市 6時間 令和3年8月3日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 20人

令和3年4月18日～
令和3年7月16日

令03-
20066-
504651号

0857-38-6710
http://www.kankyo-
u.ac.jp

島根県立大学
【選択】政治学とシティズンシップ
教育

　私たちが政治や社会に参画する際の姿勢や役割等につ
いて教えるシティズンシップ教育は、近年、日本においても
関心が高まっている。本講習では、シティズンシップ教育の
内容、政治学とシティズンシップ教育との関連性、シティズン
シップ教育に期待されている役割等について解説する。ま
た、シティズンシップ教育とキャリア教育との関連性につい
ても解説する。

松尾　哲也（総合政策学部総合政策学科准教
授）

島根県浜田市 6時間 令和3年8月3日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校教諭向

け

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年7月3日

令03-
20067-
505554号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】文化資源としての小泉八
雲

山陰地方にゆかりの深い作家、小泉八雲の生い立ち・思
考・主要作品の形態や特色への理解を深めるとともに、八
雲の作品や「オープン・マインド」な精神性を文化資源とし
て、観光・文化創造など現代社会に活かす意義について理
解することを目標とする。なかでも、八雲の総体的視点での
日本の学校教育への見解や、講師自身が塾長をつとめる、
児童の郷土理解と五感力育成をめざす教育実践「子ども塾
―スーパーへるんさん講座」を主要事例とし、作家の精神性
を鑑賞対象・研究対象・顕彰対象を超えて社会へ活かす可
能性について考えてみたい。

小泉　凡（人間文化学部・短期大学部非常勤講
師）

島根県松江市 6時間 令和3年8月10日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学

校教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月10日

令03-
20067-
505555号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/
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島根県立大学 【選択】現代日本の政治

テレビや新聞を見ていても、「政治のことを理解するのは難
しい 」と良く言われます。そこでこの講義では、そうした認識
を払拭すべく、「現代の日本政治」について初学者に理解し
てもらえるように分かりやすく論点を定めて提供しようと言う
のがこの講義の目的です。例えば、選挙があります。選挙
はどのように行われるのか、その結果、どのような現象が生
じているのか、こうした点を含めて、広く日本の政治につい
て解説します。

光延　忠彦（総合政策学部総合政策学科教授） 島根県浜田市 6時間 令和3年8月11日 教諭
小学校、中学校、
高等学校教諭向

け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年7月11日

令03-
20067-
505556号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】保育実践における「遊び」
について考える

幼児教育の中心は、幼児の自発的な活動としての「遊び」で
ある。本講習では、「環境」「発達」の観点から、保育実践に
おける「遊び」について捉え直し、小学校教育へと繋がって
いく乳幼児期の発達にふさわしい環境、保育者の役割につ
いて考えることを目指す。

小林　美沙子（短期大学部保育学科講師） 島根県松江市 6時間 令和3年8月17日 教諭
幼稚園、小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年7月17日

令03-
20067-
505557号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】初心者のための小学校
ICT活用・プログラミング教育

GIGAスクールの実現に伴い、ICTを活用した授業がこれか
ら一層推進される。そこで、本講座では、これまでICTをあま
り活用してこなかったICT活用初心者の小学校教員に向け
て、タブレットや電子黒板等のICT機器をどのように活用して
いくのかについて、概要を説明し、実際に体験活動を通し
て、ICTの活用方法について習得することねらいとする。
また、令和2年度から実施された小学校でのプログラミング
教育について、概要を理解し、実際に体験を通して、その授
業方法を習得することをねらいとする。

高橋　泰道（人間文化学部保育教育学科教授） 島根県松江市 6時間 令和3年8月17日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年7月17日

令03-
20067-
505558号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】音楽遊びから教科の学び
へ―音楽を通して保幼小をつな
ぐ

本講習では、音楽教育の視点から保幼小のつながりを実践
的に、子どもの音楽的発達を理解しながら学ぶ。実践では、
幼児教育の基本である遊びを通して音楽表現の楽しさや面
白さを実感し、音楽あそびから芽生える学びの視点を探り、
小学校の音楽科教育（特に音楽づくりを中心に）へつなぐ考
えを探る。また、乳幼児期の音楽する姿や小学校の子ども
の音楽表現の姿も共有し、音楽的発達の視点における乳幼
児期・児童期の子どもについて考える。

梶間　奈保（人間文化学部保育教育学科准教
授）

島根県松江市 6時間 令和3年8月18日 教諭
幼稚園、小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年7月18日

令03-
20067-
505559号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学 【選択】現代日本文学と「物語」

現代日本文学を題材とし、それらがどのようにパターンとし
ての「物語」と関わっているかを考えます。まず、言語を使う
我々が、ものごとを認識するうえでいかに「物語」に頼ってい
るのかを確認します。そのうえで、文学作品がどのように「物
語」を活用しているか、作家たちがどのように考えているか
を概観し、文学作品を読むことの意義やその価値について
考えていきます。

山根　繁樹（短期大学部総合文化学科教授） 島根県松江市 6時間 令和3年8月19日 教諭
小学校、中学校
国語、高等学校
国語教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月19日

令03-
20067-
505560号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】幼児教育カリキュラムの
特色と教育方法の展開

本講座は、幼稚園教諭・保育士を主たる対象とし、幼児教育
カリキュラムの特色と、幼稚園における保育実践を充実させ
るための教育方法の工夫を学ぶ講座である。講義の詳細
は、日本の幼児教育カリキュラムの歴史と特徴、生活と遊び
を主とする保育の考え方、遊びのコミュニケーション的理解
の方法、様々な保育教材の活用の方法などである。手遊び
や絵本などは、幼稚園・保育所・認定こども園のみならず、
小学校や特別支援学校でも活用できるものを紹介する。

小山　優子（人間文化学部保育教育学科准教
授）

島根県松江市 6時間 令和3年8月19日 教諭

幼保連携型認定
こども園、幼稚

園、小学校、特別
支援学校教諭向

け

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年7月19日

令03-
20067-
505561号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

島根県立大学
【選択】児童・思春期における栄
養とこころのケア

児童・思春期における栄養・食生活の現状と課題、栄養評
価の方法について述べます。栄養問題は肥満とやせの二極
化し、その原因は社会構造の変化と共に複雑化していま
す。これらの課題・背景について、的確に評価・判定する方
法を述べます（名和田）。
思春期に起こりやすい摂食障害について医学的観点から概
説した上で、行動療法的治療における看護および心の発達
とケアについて述べます(大森）。

名和田　淸子（看護栄養学部健康栄養学科教
授）
大森　眞澄（看護栄養学部看護学科准教授）

島根県出雲市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校、中学校
教諭、養護教諭、

栄養教諭向け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年7月19日

令03-
20067-
505562号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】「なーんだ、やれそう！」
国語科の主体的・対話的で深い
学び

平成２９年３月に告示された新学習指導要領では、全ての
教育課程を通じて「主体的・対話的で深い学び」を実現する
ことが求められている。本講習では、国語科において「主体
的・対話的で深い学び」を実現するための授業づくりについ
て学ぶ。
具体的な到達目標は下記の通りである。
・国語科における「主体的・対話的で深い学び」とは何かを
理解することができる。
・具体的な教材に即して「主体的・対話的で深い学び」を実
現するための単元を構想することができる。

中井　悠加（人間文化学部保育教育学科講師）
古賀　洋一（人間文化学部地域文化学科准教
授）

島根県松江市 6時間 令和3年8月20日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月20日

令03-
20067-
505563号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】日本人英語教師のための
英語発音矯正講座

日本の英語教師は、教員免許取得の必修科目となっている
英語音声学の理論をすでに獲得しているが、実践的な英語
発音の技能を習得することは簡単なことではない。そこで、
英語の発音に自信がない日本人英語教師を対象とし、英語
音声学の理論を再確認しながら、日本人にとって難しい母
音と子音の発音矯正を行う。また、センテンスの音読を行
い、単語の連結によって生じる音の変化に合わせ、自然に
発音できる能力を身につける。アメリカ式の発音を基本とす
る。

江口　真理子（総合政策学部総合政策学科教
授）

島根県浜田市 6時間 令和3年8月21日 教諭
小学校、中学校
英語、高等学校
英語教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月21日

令03-
20067-
505564号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学 【選択】日本語の表記を考える

教員をなさっている中で、生徒たちにいろいろと日本語を指
導されることがあると思われます。その際、疑問に思いなが
らも、日々忙殺され、なかなかご自身で調べることが容易で
ないような日本語表記に関する問題を言語学的なトピックと
ともに扱います。
内容としては、漢字の音訓や4つ仮名（じ・ぢ・ず・づ）、オの
長音表記（ひらがな）、ローマ字などを取り上げます。
また、みなさまからの疑問も受け付けますのでお寄せくださ
い。

高橋　純（人間文化学部地域文化学科教授） 島根県松江市 6時間 令和3年8月23日 教諭
小学校、中学校、
高等学校教諭向

け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年7月23日

令03-
20067-
505565号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】主体的・対話的で深い学
びを目指す小学校理科授業

本講座では，講義（新学習指導要領小学校理科のポイント
と主体的・対話的で深い学びを目指す小学校理科授業のあ
り方、指導改善のポイント等）と実験・演習（学びを深めるた
めの実験，６年理科で扱うプログラミング学習の初歩につい
て等）を通して，新学習指導要領に基づいた今後の理科授
業の指導法についてのヒントを得ることをねらいとする。

高橋　泰道（人間文化学部保育教育学科教授） 島根県松江市 6時間 令和3年8月24日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年7月24日

令03-
20067-
505566号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】知っておきたい学校保健
の知識とスキル

教育現場において、配慮しなければならない健康問題や課
題は児童・生徒により様々である。慢性疾患を持つ児童・生
徒や病児・病後児への対応、食物アレルギーやアナフィラキ
シーに関する知識をはじめ、学校における感染症対策、心
肺蘇生法を含む応急救護など、最新の情報やガイドライン
を踏まえて解説する。また、医療的ケアが必要な子どもに関
する近年の動向について紹介する。

前林　英貴（人間文化学部保育教育学科准教
授）

島根県松江市 6時間 令和3年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月24日

令03-
20067-
505567号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

島根県立大学
【選択】新課程に基づく算数・数
学の深い学びづくり

資質・能力ベースの新学習指導要領の主旨の理解とそれを
具現化していく算数・数学の授業づくりについて学ぶ。小学
校算数および中学校数学の授業の具体を視聴しながら、
「数学的な見方・考え方」のとらえ、「数学的活動」の組織の
仕方、そして資質・能力ベースの学びのまとめや振り返りな
ど、授業改善に必要な内容について確認していく。

齊藤　一弥（人間文化学部保育教育学科教授） 島根県松江市 6時間 令和3年8月25日 教諭
小学校、中学校
数学教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月25日

令03-
20067-
505568号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】子どもの対人関係能力を
育てる「社会性と情動の学習
（SEL）」

子どもの対人関係能力を育成する「社会性と情動の学習
（SEL：Social and Emotional Learning）」と呼ばれる心理教育
プログラムについての理論と実践方法について紹介する。
講習では， 日本の子どもを取り巻く現状とともに，SELを実
施する必要性について説明する。また，SELの具体的な実
践方法について，実際の学習活動を体験することを通して
理解を深める。

山田　洋平（人間文化学部保育教育学科准教
授）

島根県浜田市 6時間 令和3年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月25日

令03-
20067-
505569号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】行動変容につながるカウ
ンセリング技法

これからの食育や栄養教育は、知識や理論を伝えることで
はなく、子どもたち自身の食行動や食習慣を、いかにより良
く変容させるかが目的となります。そのための保護者を含め
て、子どもたち一人一人の食環境に応じた、的確なアドバイ
スと支援が望まれます。本講習で、行動変容につながるカ
ウンセリング技法について、演習を含めて理論と実践力を
身につけましょう。

今中　美栄（看護栄養学部健康栄養学科教授） 島根県出雲市 6時間 令和3年8月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校、中学校、
高等学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭向け（食生活
や栄養に関する
行動理論・カウン
セリングに興味の

ある教諭）

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月26日

令03-
20067-
505570号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】主体的な態度を育む図画
工作

小学校図画工作科および幼児教育において、未来を生きる
子どもたちが身に付けるべき資質・能力とは何か、なぜ学ぶ
のか、生きて働く学びとは何かについて考える。前半は学習
指導要領の理解を深める内容を講義形式で行い、後半は
造形遊びを取り入れた実習形式で行う。

福井　一尊（人間文化学部保育教育学科准教
授）

島根県松江市 6時間 令和3年8月27日 教諭
幼稚園、小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年7月27日

令03-
20067-
505571号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】行動変容を促すための相
談・保健指導・生活支援

本講習は、養護教諭及び栄養教諭、幼稚園・小学校・中学
校・高等学校教諭が幼児、児童又は生徒、教職員、保護者
に対し、相談や保健指導、生活支援の場面で相手の行動変
容を促し、自律を目指した支援ができるようになることを目
的とする。幼児、児童又は生徒、教職員、保護者の発達段
階と発達課題や健康課題を理解した上で、個人の課題解決
や目標達成に向けた支援の方法について学ぶ。

小田　美紀子（看護栄養学部看護学科准教授） 島根県出雲市 6時間 令和3年8月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月27日

令03-
20067-
505572号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】食文化の変遷と歴史的背
景

和食がユネスコ無形文化財に登録され、世界的にも評価さ
れています。和食とは、日本の伝統的な地域の食文化とし
て、地域が育てた食のしくみと技の結集であり、それが世界
的に評価されていることを詳しく解説します。また、島根県の
伝統的な食文化について学び、他地域と比較検討すること
により、自然科学的および人文科学的な視点から次世代へ
和食を伝え継ぐということについて、その考え方や方法論、
教育現場で活用できるツールの紹介などを交えて講義しま
す。

籠橋　有紀子（看護栄養学部健康栄養学科准
教授）

島根県出雲市 6時間 令和3年8月30日
教諭

栄養教
諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

（技術家庭科）、
栄養教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月30日

令03-
20067-
505573号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】特別なニーズのある子ど
もの理解と支援―場面緘黙を中
心に―

学校には様々な特別な教育的ニーズのある子どもがいま
す。そして、一人ひとりのニーズに応じた対応・支援が求め
られています。この講習では、基本となる特別支援教育体
制の理解を踏まえ、特別な教育的ニーズとして場面緘黙を
取り上げ、学校における子ども理解の在り方や合理的配
慮、及び具体的な支援について学びます。講義と模擬事例
に基づくグループ討議を行います。

園山　繁樹（人間文化学部保育教育学科教授） 島根県松江市 6時間 令和3年9月4日
教諭

養護教
諭

教諭（幼稚園、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、幼保連
携型認定こども

園）、養護教諭向
け

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年8月4日

令03-
20067-
505574号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

島根県立大学
【選択】だれでもできる表現運動
の授業

小学校体育科表現運動領域における基礎的な教材を体験
的に理解し、表現の楽しさを体感するとともに日々の実践に
活かせるようにする。幼小連携の観点から幼稚園教諭も対
象とする。
（１）表現運動の魅力や意義、育てたい力を体験的に理解す
る。
（２）表現運動に必要な単元構想や指導方法を理解し、日々
の実践に活かせるようにする。
（３）実技講習を通して表現運動の楽しさやおもしろさを体感
する。

梶谷　朱美（短期大学部保育学科教授） 島根県松江市 6時間 令和3年9月11日 教諭
幼稚園、小学校

教諭向け
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年8月11日

令03-
20067-
505575号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学
【選択】子どもの対人関係能力を
育てる「社会性と情動の学習
（SEL）」

子どもの対人関係能力を育成する「社会性と情動の学習
（SEL：Social and Emotional Learning）」と呼ばれる心理教育
プログラムについての理論と実践方法について紹介する。
講習では， 日本の子どもを取り巻く現状とともに，SELを実
施する必要性について説明する。また，SELの具体的な実
践方法について，実際の学習活動を体験することを通して
理解を深める。

山田　洋平（人間文化学部保育教育学科准教
授）

島根県松江市 6時間 令和3年11月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年10月6日

令03-
20067-
505576号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

島根県立大学 【選択】統計学の基礎と応用

本講義では、統計学の基本的な方法を理解し、コンピュー
ター・統計処理の方法（エクセルの利用を中心に）を学ぶ。
具体的な到達目標は下記の通りである。
・平均値、標準偏差、推定、検定、相関係数および回帰など
の概念を理解し利用できる。
・エクセルを用いて、平均値から回帰までの計算ができる。

張　忠任（総合政策学部総合政策学科教授） 島根県浜田市 6時間 令和3年11月14日 教諭
小学校、中学校、
高等学校教諭向

け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年10月14日

令03-
20067-
505577号

0852-20-0264
http://www.u-
shimane.ac.jp/

県立広島大学
【選択】新学習指導要領に基づく
国語科授業づくりと評価

　本講座は、児童生徒が楽しく国語の力を付けられるような
国語科授業づくりを求めて行います。ここでは、主に①新学
習指導要領を踏まえた単元デザインの手順　②評価規準の
立て方を講義と演習を通して身に付けていただきたいと思
います。さらに、日頃の授業に活かせるようにアクティブ・
ラーニングを通して先生方にも楽しく国語科の指導力を発揮
していただけるような授業アイデアを提案していたたき協議・
検討します。

門戸　千幸（大学教育実践センター教授） 広島県広島市 6時間 令和3年8月24日 教諭
小学校教諭及び
中学校国語科教

諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
20070-
504790号

082-251-9710
(内線： 1188)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】英語教育と異文化コミュニ
ケーションの理論と実践

本講座は英語学、英語文学、英語教育方法論の基礎理論
を学びながら、教育現場での実践的応用につながる知識を
得ることを目的としている。三人の講師がそれぞれの専門
知識をもとに、独自の視点から、英語教育の現場を意識し
た以下のようなテーマを掲げて講義と実習を展開する：１）言
語と思考と文化の関係を論じる言語理論、２）実践的コミュニ
ケーションとアメリカ文化研究、３）これからの入試を考えた
英文読解指導

吉本　和弘（地域創生学部教授）
スティーヴン　ローゼン（地域創生学部教授）
本岡　直子（保健福祉学部教授）

広島県広島市 6時間 令和3年8月17日 教諭
小学校教諭及び
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
20070-
504791号

082-251-9710
(内線： 1188)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】教育活動に活かす認知心
理学

心理学の研究からもたらされた知見は，教育活動に非常に
有用ですが，十分に活かされているとはいえません。この講
習では，特に認知心理学に焦点を合わせて，教育活動にお
いてどのように活用することができるのかを考えます。具体
的な内容として，「心理学の研究法とクリティカル・シンキン
グ」そして「学習原理を用いた効果的な学習方法」に関する
トピックスについて具体例を挙げながら，ともに考察します。

向居　暁（地域創生学部教授） 広島県広島市 6時間 令和3年8月20日 教諭
小中高等学校教

諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
20070-
504792号

082-251-9710
(内線： 1188)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】健やかな心身の育成指導
の充実に関する講習

講座は，健康的な生活習慣の形成を考える際に必要となる
基礎的理解を深めることを目的とする。そこで，健康の維
持・増進に深く関わる「健康スポーツ科学」「臨床医学」「臨
床栄養学」という観点から，その最新の動向・知見について
講ずる。
実施形態：同時双方向型（テレビ会議方式等）

三浦　朗（地域創生学部教授）
北台　靖彦（地域創生学部教授）
神原　知佐子（地域創生学部准教授）

インターネット 6時間 令和3年7月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
20070-
504793号

082-251-9710
(内線： 1188)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

県立広島大学
【選択】国語科「言語文化」「古典
探究」に活かす古典文学研究の
成果（１）

ことばのもつ価値への認識を深め、言語文化に対する理解
や関心を育てることに重きを置く新学習指導要領を踏まえ
て、古典文学研究の最新の成果や知見を紹介しながら、国
語科「言語文化」「古典探究」領域の授業づくりに活用できる
日本の「古典知」の形成と展開について考える。『竹取物語』
『枕草子』『源氏物語』など教科書に取り上げられることの多
い作品を取り上げ、漢籍の受容・摂取と定着、展開の様相
について理解を深める。

西本　寮子（地域創生学部教授） 広島県広島市 6時間 令和3年8月21日 教諭
中学校・高等学
校教諭国語科教

諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
20070-
504794号

082-251-9710
(内線： 1188)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】国語科「言語文化」「古典
探究」に活かす古典文学研究の
成果（２）

ことばの持つ価値への認識を深め，言語文化に対する理解
や関心を育てることに重きを置く新学習指導要領を踏まえ
て，古典文学研究の最新の成果を紹介しながら，国語科
「言語文化」「古典探究」領域の授業づくりに活用できる，日
本の「古典知」の形成と展開について考える。『史記』『捜神
記』『文選』『白氏文集』などの漢籍から，日本の「古典知」に
組み入れられ，現代の「国語」のテキストにも多く採用されて
いる作品を選んで，演習形式を交えつつ精読する。
講習の内容に東洋史や東洋思想をも含むので、社会科・地
歴公民科を担当される方々は受講可です。
実施形態：同時双方向型（テレビ会議方式等）

柳川　順子（地域創生学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月21日 教諭
国語科の中学
校・高等学校教

諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
20070-
504795号

082-251-9710
(内線： 1188)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】日本史（歴史）教育に地域
史研究の成果をどう活かすか

地域に残る文化財や諸資料を活用して、身近な地域の歴史
的な特徴を多面的・多角的に考察し、表現することを求めて
いる学習指導要領に対応するため、広島県地域を対象とす
る最新の研究成果（草戸千軒町遺跡を中心とする中世の港
町と物資の流通に関する研究）を紹介しながら、新たな知見
を日本史（社会科）の授業の展開にどのように活かしていく
のかを考える。

鈴木　康之（地域創生学部教授） 通信教育 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭
中学校社会科・
高等学科地歴科

教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
20070-
504796号

082-251-9710
(内線： 1188)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】特別支援教育－アセスメ
ントと発達支援

自閉スペクトラム症，注意欠如多動症，学習症，発達性協
調運動症等に対する適切な支援が教育現場に求められて
いる。この講座では，医師，理学療法士，言語聴覚士の資
格を有する教員が，発達に支援が必要な子どもの行動や情
緒，コミュニケーション，学習上の問題を最新の医学的知見
から解説し，正確なアセスメントによる子どもの理解とその
具体的な支援について教授する。

林　優子（保健福祉学部教授）
島谷　康司（保健福祉学部教授）
堀江　真由美（保険福祉学部准教授）
細川　淳嗣（保健福祉学部講師）

広島県三原市 6時間 令和3年8月18日
教諭

養護教
諭

教諭（幼・小）、養
護教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
20070-
504797号

082-251-9710
(内線： 1188)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】特別支援教育-子どもの
学校生活支援

障害をもつ子どもたちは，学校において，健康面，学習面，
人間関係など，様々な問題を経験している。この講座では，
看護師，保健師，養護教諭，社会福祉士，作業療法士の資
格を有する教員により，障害をもつ子どもたちが学校生活で
直面する様々な課題を医療・保健・福祉の視点で分析し，そ
の具体的な支援について教授する。
なお、幼小連携の観点から幼稚園教諭も対象とする。

古山　千佳子（保健福祉学部教授）
沖西　紀代子（保健福祉学部講師）
永野　なおみ（保健福祉学部准教授）
織田　靖史（保健福祉学部助教）

広島県三原市 6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

教諭（幼・小・
中）、養護教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
20070-
504798号

082-251-9710
(内線： 1188)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】ウィメンズヘルス健康教
育講座－思春期における性教育
と健康支援－

女性の各ライフステージ（思春期を中心に）の視点から健康
について学修する。また，『女性の健康のあり方』について，
各自が考える具体的な健康支援について提案できるよう基
礎的知識を学修する。さらに，生涯にわたり，子ども達がよ
りよく生きる選択ができるよう，昨今の性に関する健康問題
について意見交換・ディスカッションし，学童期・思春期の児
童・生徒および保護者に必要な性教育に求められる知識と
教育方法について考察していく。

宮下　ルリ子（助産学専攻科准教授）
奥山　葉子（助産学専攻科講師）
沖西　紀代子（保健福祉学部講師）

広島県三原市 6時間 令和3年8月25日
教諭

養護教
諭

教諭（小・中）、養
護教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
20070-
504799号

082-251-9710
(内線： 1188)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

261 / 441 ページ
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令和３年度(第３回)認定
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対象職

種
主な受講対象者

県立広島大学
【選択】ことばへの気づきを促す
英語アクティブ・ラーニング

小学校・中学校・高等学校における英語科授業（外国語活
動を含む）の改善に資する理論と実践のヒントを提供する。
アクティブ・ラーニングを取り入れた講義とワークショップを
通じて，受講者が自らの授業を振り返るとともに，新しい授
業創りへの道筋を探る。具体的な教材を用いた演習の時間
を設け，学び手としての気づきを促す。
実施形態：同時双方向型（テレビ会議方式等）

馬本　勉（生物資源科学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月21日 教諭
小学校教諭及び
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
20070-
504800号

082-251-9710
(内線： 1188)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】英語以外の言語に触れ英
語教育を考える

無意味だったはずの音の連続が意味を持った言語の音声
になるのはなぜなのだろう。文字が他の絵や図形と区別さ
れるようになるのはどうしてなのだろう。そして、そのことを
理解したり体験したりすることは、私たちがことばを身につけ
ていく上でどのような意味を持つのだろう。このようなことを
考えることを通じ、英語や日本語の枠組みにとらわれること
なく広く「ことば」への気づきについて扱い、小学校・中学校・
高等学校における英語の授業に資するヒントを提供する。
実施形態：同時双方向型（テレビ会議方式等）

河村　和也（大学教育実践センター准教授） インターネット 6時間 令和3年8月28日 教諭
小学校教諭及び
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
20070-
504801号

082-251-9710
(内線： 1188)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

県立広島大学
【選択】現代の食と農に関する課
題解決アプローチ

本講習では、食品の品質評価法（鮮度やおいしさ）について
従来の方法及びその課題について解説し、さらにメタボロー
ム解析など新しい評価法について紹介します。併せて社会
問題となっている食品ロスについて説明し、その現状や行
われている取り組みについて見ていきます。また次世代農
業で期待される植物工場における効率的な作物生産のた
めに生育の安定化・制御をおこなう手法について説明しま
す。
実施形態：同時双方向型（テレビ会議方式等）

原田　浩幸（生物資源科学部教授）
馬渕　良太（生物資源科学部准教授）
谷垣　悠介（生物資源科学部講師）

インターネット 6時間 令和3年8月10日 教諭
高等学校農業教

諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
20070-
504802号

082-251-9710
(内線： 1188)

http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

尾道市立大学
【選択】国語科教育内容の充実に
向けて

「話すこと／聞くこと」「書くこと」「読むこと」の指導の充実に
向けて（６時間（３６０分）講義形式、０.８時間（５０分）筆記試
験）
内容：中学校・高等学校国語科の「話すこと／聞くこと」「書く
こと」「読むこと」の各領域にわたり、以下の四項目に基づい
て近年の学問成果を盛り込んだ講義（演習も含む）を行い、
教育実践に資する知見を提供する。
　○古典文学・漢文学の読み
　○近現代文学・評論の読み
　○日本語の理解・読書指導・表現指導
　○国語科の授業づくり

藤本　真理子（芸術文化学部准教授）
藤川　功和（芸術文化学部教授）
灰谷　謙二（芸術文化学部教授）
鷹橋　明久（芸術文化学部教授）

広島県尾道市 6.8時間 令和3年7月17日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 45人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
20071-
503887号

0848-22-8311
(内線： 231)

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

尾道市立大学
【選択】美術科教育の充実に向け
て（油画）

　中学校・高等学校における「美術」教育に関し、教材研究
を深化させ、また授業構成・内容等を受講者それぞれが検
討するための材料を提供する機会とする。（６時間、講義・実
習形式、０.５時間、実技考査）
　○油画；石膏像　木炭デザイン

矢野　哲也（芸術文化学部教授） 広島県尾道市 6.5時間 令和3年8月11日 教諭
中学校・高等学
校美術科教諭

8,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
20071-
503888号

0848-22-8311
(内線： 231)

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

尾道市立大学
【選択】美術科教育の充実に向け
て（デザイン）

　中学校・高等学校における「美術」教育に関し、教材研究
を深化させ、また授業構成・内容等を受講者それぞれが検
討するための材料を提供する機会とする。（６時間、講義・実
習形式、０.５時間、実技考査）
　〇デザイン；アニメーションの原点の一つである「おどろき
盤（Phenakistiscope)」を製作し、動きのデザインを考える。

黒田　教裕（芸術文化学部講師） 広島県尾道市 6.5時間 令和3年8月12日 教諭
中学校・高等学
校美術科教諭

8,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
20071-
503889号

0848-22-8311
(内線： 231)

http://www.onomichi-
u.ac.jp/
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種
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尾道市立大学
【選択】美術科教育の充実に向け
て（日本画）

　中学校・高等学校における「美術」教育に関し、教材研究
を深化させ、また授業構成・内容等を受講者それぞれが検
討するための材料を提供する機会とする。（６時間、講義・実
習形式、０.５時間、実技考査）
　○日本画；日本画材料と水彩絵具の併用による静物彩色
写生

鈴木　恵麻（芸術文化学部准教授） 広島県尾道市 6.5時間 令和3年8月13日 教諭
中学校・高等学
校美術科教諭

8,500円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
20071-
503890号

0848-22-8311
(内線： 231)

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

福山市立大学 【選択】幼児期の「さんすう遊び」

幼児期の子どもたちは，遊びを通して様々な学びをしてい
る。保育者がおこなう保育実践も，子どもたちの豊かな学び
を意図して，様々な遊びを計画し実施している。本講習で
は，幼児期の「さんすう遊び」を「数」「量」「形」「論理」毎に紹
介する。また，講義の内容をもとに，各自の保育実践を内省
することで，新たな保育実践を考えていく。なお、幼児期の
数量活動の学びは、小学校での算数教育と関わるため，保
幼小連携の観点から小学校教諭も対象とする。講習はオン
デマンド（録画）で行う。

太田　直樹（教育学部講師） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭
幼稚園教諭，小

学校教諭
6,000円 100人

令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
20073-
503045号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】今日までの近代教育の歴
史と思想

今日まで引き継がれる近代的な教育システムは公教育と呼
ばれる歴史の中で様々な要因が重なり合って生まれてきた
ものです。この講習では、その近代教育の生まれてくる背景
とその思想をヨーロッパおよび日本の歴史の上で確認し、さ
らに受講者が歴史概念を元に議論ができるようになることを
目指します。講習はオンデマンド（録画）で行う。

弘田　陽介（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学

校教諭
6,000円 100人

令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
20073-
503046号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学 【選択】地震活動と地殻変動

現在、地震波形や地殻変動の稠密な連続観測を通して、地
震の発生メカニズムやプレート運動に関する理解が深まっ
てきています。本講習では、地震研究や地殻変動研究の成
果を紹介しつつ、様々な観測結果から地震に伴う諸現象を
読み取ったり、日々の地殻変動の原因について解説したり
します。講習はオンデマンド（録画）で行う。

向井　厚志（都市経営学部 教授） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校教
諭及び中・高校の

理科教諭

6,000円 100人
令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
20073-
503047号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学 【選択】水を科学する

２部構成の講習である。「２１世紀の水を考える」では，地球
にある水が都市や社会でどのように利用され，その量の問
題，利用に応じた処理技術・安全性はどうなっているのかな
ど水資源について幅広く扱い，都市の環境を教える教員へ
の基礎知識とする。「流れる水と地形・地層」では，小・中学
校の理科・社会を念頭に，簡単な水路実験装置を用いた三
角州の堆積実験を行い，地形や地層のなりたちやそこで生
じる災害について学ぶ。講習はオンデマンド（録画）で行う。

堤　行彦（都市経営学部教授）
澤田　結基（都市経営学部　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8月31日

教諭

小学校教諭及び
中学校・高等学
校理科・社会科

教諭

6,000円 70人
令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
20073-
503048号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】算数科の認識調査を活用
した教材研究の視点

授業研究・教材開発についての背景となる子どもの認識に
ついて理解し、数学教育学の理論を授業開発・教材研究の
実践計画に応用する視点を学修する。講義では、討議を通
して現在行っている授業方法の意図を問い直しながら、認
識調査を活かした授業研究の効果について講義する。ま
た、演習を通しながら、子どもたちが興味をもつ数学的活動
の指導方法・留意点を知ることを目標とする。なお、認識調
査は、学校種を問わず実施可能な研究方法であり、小中連
携の観点から中学校教諭（数学）も対象とする。講習はオン
デマンド（録画）で行う。

太田　直樹（教育学部講師） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭
小学校教諭，中
学校教諭（数学）

6,000円 100人
令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
20073-
503049号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html
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福山市立大学
【選択】SDGs・ESDと日本の学校・
地域社会

2015年国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」は
経済、社会、環境のバランスが取れた「誰一人取り残さな
い」世界を2030年までに実現することを目指すものであり、
一方、「持続可能な開発のための教育（ESD）」とは持続可
能な社会作りの担い手を育む教育である。本講習では
SDGsとESDの背景、意義や内容を理解し、SDGｓとESDを日
本の学校や地域社会でどう実践すべきかについて考える。
講習はオンデマンド（録画）で行う。

上別府　隆男（都市経営学部教授） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
20073-
503050号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】経済学の視点から環境問
題を考える

地域レベルのごみ問題から地球的規模で生じている気候変
動や海洋プラスチック問題に至るまで環境問題の事例は数
多いが、いずれの環境問題も経済活動と密接な関係がある
ことは共通している。本講習はこのような問題認識のもと、
経済学の理論や手法を用いて、現代経済と環境問題の関
係を理解することで、環境問題について社会科学的な視点
で考察を深める。講習はオンデマンド（録画）で行う。

長谷川　良二（都市経営学部 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8月31日

教諭
中学校・高等学
校の社会科系教

諭
6,000円 70人

令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
20073-
503051号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学 【選択】現代韓国社会の理解

前半では、戦後の韓国社会の主たる出来事を中心に韓国
社会形成の現代史を学ぶ。特に韓国社会の形成と市民意
識の動向。後半では、国際政治学の枠組みと朝鮮地域研究
における研究成果を取り入れながら、戦後日韓関係史を学
ぶ。また、国際政治学者の「ソフト・パワー論」を現代韓国文
化に援用し、外交政策論的な観点から現代韓国文化・社会
を理解する。講習はオンデマンド（録画）で行う。

金　淳植（都市経営学部教授）
松浦　正伸（都市経営学部講師）

インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭
中学校・高等学
校の教諭（社会・

地歴公民）
6,000円 120人

令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
20073-
503052号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学 【選択】色彩の世界

教員の作る教材もカラーが当たり前の時代になった。PCな
どを使えばいろいろな色を使って教材を作ることも容易に
なった。その一方で色の使い方によっては「ごちゃごちゃして
いる」「余計にわかりにくい」教材になりかねない。実はこれ
は「センス」の問題ではない。色についての理論の土台を身
につけると，感覚や経験だけに頼らずに上手に色を使える
ようになる。本講座では色彩の基礎知識を豊富な画像を見
ながら学ぶ。講習はオンデマンド（録画）で行う。

近藤　桂司（都市経営学部教授） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人
令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
20073-
503053号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

福山市立大学
【選択】保育者の専門性の観点
から環境構成を考える

本講習では，まず，保育者の専門性にはどのような側面が
あるのか，また各側面における保育実践の役割や機能を考
え，理解する。そして，専門性の一つとして「環境構成」を取
り上げ，安全重視の流れにある保育環境の中で，乳幼児期
の子どもの発達に必要な環境とは何か，どのように発達を
保障していくのか，また幼小連携の観点から環境構成を考
え，考察していく。（※幼小連携の観点も含むため，小学校
教諭も対象とする）講習はオンデマンド（録画）で行う。

上山　瑠津子（教育学部講師） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 70人

令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
20073-
503054号

084-999-1112
http://www.fcu.ac.jp/in
dex.html

山口県立大学 【選択】いじめ問題の認識と対応

１．いじめの様相、背景要因について理解する。　
２．被害者・加害者の心理について理解する。　
３．いじめへの介入、被害者への支援、加害者への指導と
支援について考える。

大石　由起子（社会福祉学部准教授） 山口県山口市 6時間 令和3年8月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 60人
令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503031号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

【選択】自閉症スペクトラム障害
児・者の心理学的理解と支援−グ
ループワークによる心理教育的
支援−

自閉症スペクトラム障害児・者の状態像について、心の理
論、実行機能、弱い中枢性統合、情動調整、自己・他者理
解などの心理学的視点から論じます。またそれらの特徴を
踏まえたうえで、上述した自閉症スペクトラム障害児・者の
自己理解と他者理解を深めるためのグループワークについ
て体験的に学び、自閉症スペクトラム障害児・者にとって適
切な心理教育的支援とは何かを考えていきます。

永瀬　開（社会福祉学部講師） 山口県山口市 6時間 令和3年8月17日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭、特別支
援学校教諭、養

護教諭

6,000円 30人
令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503032号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp
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山口県立大学
【選択】学校現場に多い傷病の理
解と応急手当

学校現場において子どもがけがをしたり、具合が悪くなった
時に、教員が、子どもの体をどのように観察し、緊急度・重
症度判断を行うべきか、さらに、状況に応じた手当をどのよ
うに実施すればよいかについて、学校現場に多い傷病を中
心に具体的に解説する。また、実際にあった事例をもとに学
校における危機管理体制についても考える。
また、この講習は養護教諭以外の教諭を対象としており、食
物アレルギーによるアナフィラキシーショックに備えた校内
体制づくりの内容を含むため、栄養教諭も対象とする。

丹　佳子（看護栄養学部教授） 山口県山口市 6時間 令和3年8月17日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭、特別支
援学校教諭、栄

養教諭

6,000円 40人
令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503033号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学 【選択】協同の教育を学ぶ

多くの学校では何らかの形でグループを用いた学習活動が
展開されているが，単にグループを形成して活動させれば
協同的な学習が促進されるとは限らない。本講習会では競
争と協同に関する理論を踏まえつつ，児童，生徒が互いに
高め合う協同的な授業や学習に関する基礎理論，基本的技
能について学ぶ。したがって，授業等を展開する指導者とし
ての役割が期待される教諭，養護教諭，栄養教諭を受講対
象とする。

甲原　定房（看護栄養学部教授） 山口県山口市 6時間 令和3年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 40人
令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503034号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】幼稚園児・保育園児に起
こりやすい傷病の理解と事故予
防

養護教諭の少ない幼稚園・認定こども園・保育園において、
幼児がケガや事故、病気で具合が悪くなったときに、教員は
どのような判断、対応を行うべきか、幼少期に起こりやすい
傷病の具体例、予防策を挙げて解説する。また、感染症に
関しては演習を行う。

小迫　幸恵（看護栄養学部准教授）
家入　裕子（看護栄養学部講師）
空田　朋子（看護栄養学部助教）

山口県山口市 6時間 令和3年8月18日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 40人

令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503035号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】子ども達の未来を考える
～持続可能な開発目標（SDGｓ）
の観点から～

持続可能な開発目標（SDGs）の概説とその目標達成のため
の教育（ESD）について学ぶ。
１　持続可能な開発目標の概説　
２　地球環境の現状
３　ESDとSDGsに関連した活動事例（フードバンク・子ども食
堂等）
４　持続可能な社会を構築するために（ワークショップ）
５　まとめ

今村　主税（看護栄養学部准教授） 山口県山口市 6時間 令和3年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503036号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】子どもの貧困問題の理解
と取り組み

現代社会における格差問題から生じる貧困問題が、児童生
徒に与える影響を概説するとともに、この問題への対策とし
ての居場所づくり、学習支援等の取り組みをとおして、家
庭、学校、行政、地域からなるネットワーク構築の必要性に
言及する。この講習を通して教諭、養護教諭、栄養教諭に
子どもの貧困問題の理解が深まることを期待する。

内田　充範（社会福祉学部教授） 山口県山口市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人
令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503037号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】カウンセリングの理論と技
術

１．学校等における児童・生徒の心理的問題とその対応に
ついて臨床心理士の立場から論じる。
２．カウンセリングの理論について論じ、教育相談場面での
応用について考える。
３．ロールプレイによる体験学習を通して、受講者が教育相
談のスキル(技術）を修得する。

大石　由起子（社会福祉学部准教授） 山口県山口市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503038号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】健常者と身体障害者の健
康スポーツ科学

年齢、体力レベル、身体的障害の有無に関わらず、「身体
運動・スポーツ」の適切な実践は、生活習慣病の予防、精神
的ストレスの解消等を通して心身の健康づくりに寄与する。
インクルーシブ教育システムの構築を見据えつつ健康増進
のための運動の役割について理解を深めてもらうために、
すべての教員を対象として、健常者と身体障害者の身体機
能の基礎知識、運動不足の健康被害、運動指導における
配慮事項等について解説する。

曽根　文夫（看護栄養学部教授）
角田　憲治（社会福祉学部准教授）

山口県山口市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人
令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503039号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山口県立大学 【選択】学校と裁判

学校という場で生起するいじめ（ハラスメント）、体罰、校則、
教育情報などをめぐる裁判例の動向を概観し、具体的な裁
判例を分析・検討することによって、事件の再発防止および
子どもの権利（子どもの学習権など）の保障の観点から、学
校が取り組むべき課題について考える。

藪本　知二（社会福祉学部教授） 山口県山口市 6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 30人
令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503040号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

【選択】自閉症スペクトラム障害
児・者の心理学的理解と支援−グ
ループワークによる心理教育的
支援−

自閉症スペクトラム障害児・者の状態像について、心の理
論、実行機能、弱い中枢性統合、情動調整、自己・他者理
解などの心理学的視点から論じます。またそれらの特徴を
踏まえたうえで、上述した自閉症スペクトラム障害児・者の
自己理解と他者理解を深めるためのグループワークについ
て体験的に学び、自閉症スペクトラム障害児・者にとって適
切な心理教育的支援とは何かを考えていきます。

永瀬　開（社会福祉学部講師） 山口県山口市 6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
校教諭、特別支
援学校教諭、養

護教諭

6,000円 30人
令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503041号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】子どもを取り巻く大人が連
携した効果的な食育活動を考え
る

幼稚園教諭、小・中学校教諭および栄養教諭が行っている
日々の教育活動の中から、食育の現状や課題等を考えても
らう。そして、授業や日常生活の中で、学校、地域、家庭等、
子どもを取り巻く大人が連携することにより可能となる、子ど
もたちに効果的な食育活動とは何かを考え、実践に結びつ
けるきっかけを作る。

加藤　元士（看護栄養学部准教授）
乃木　章子（看護栄養学部教授）

山口県山口市 6時間 令和3年8月20日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、栄養教

諭

6,000円 20人
令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503042号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】あなたの消費が社会を変
える（消費者教育）

社会や家庭科分野を横断的に学ぶ消費者教育は、近年、
持続可能な開発目標（SDGs）、学習指導要領の改定、成年
年齢引き下げなど社会情勢に伴い大きく変化してきていま
す。本講習は、特に社会情勢の変化に伴って増加すると思
われる消費者トラブルや、近年注目される消費の力で社会
を持続可能な方向へと導くエシカル消費について学びます。
１．消費者教育とは
２．契約と消費者トラブル
３．エシカル（倫理的）消費

今村　主税（看護栄養学部准教授） 山口県山口市 6時間 令和3年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503043号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学
【選択】養護教諭のためのフィジ
カルアセスメント

看護師ではなく養護教諭が行うフィジカルアセスメントの意
義を確認するとともに、フィジカルアセスメントの基本技術、
目的を学び、保健室の応急手当場面で役に立つフィジカル
アセスメントを中心に演習をまじえながら解説する。

丹　佳子（看護栄養学部教授） 山口県山口市 6時間 令和3年8月23日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 20人

令和3年5月16日～
令和3年5月30日

令03-
20075-
503044号

083-928-3005
https://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

福岡県立大学

【選択】共生社会実現に向けたイ
ンクルーシブ教育システム構築
のための特別支援教育の現状と
課題

障害学・教育学・社会福祉学などの知見を手がかりに、イン
クルーシブ教育に関する理論と実践の多角的な検討と探求
を行う。まず、インクルーシブ教育を求めてきた国内外の歴
史とその理念について理解する。また、「共生社会実現をめ
ざす」特別支援教育の現状と課題について、参加者の意見
交換をもとに検討する。さらにいくつかの先進事例を紹介
し、子どもたちが共に育つ教育や保育をすすめるための視
点を探求する。

二見　妙子（人間社会学部助教） 福岡県田川市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年5月16日～
令和3年5月31日

令03-
20083-
503440号

0947-42-2118
(内線： 2005)

http://www.fukuoka-
pu.ac.jp/

福岡県立大学
【選択】救急処置・危機管理と学
校保健

学校保健と関連させた内容を主体に、救急処置と危機管理
について学ぶ。まず、医療機関の救命救急部門でおこなわ
れている最先端の取組とそこから導き出される学校保健へ
の期待、救命処置について学ぶ。また、防災教育のあり方
を地域と学校の視点から学び、図上での演習を通して被害
や水難への対応と関係機関との連携について学ぶ。

松浦　賢長（看護学部教授）
瀧本　浩一（山口大学　大学院創成科学研究科
准教授）

福岡県田川市 6時間 令和3年8月16日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年5月16日～
令和3年5月31日

令03-
20083-
503441号

0947-42-2118
(内線： 2005)

http://www.fukuoka-
pu.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

熊本県立大学
【選択】授業をブラッシュアップす
るICT活用

この講習では、生徒、児童に「効率的で楽しい」授業のため
にパソコンを活用する実践的な手法を取り扱う。具体的に
は、教育におけるICTの活用、Webを活用した情報の提示、
コンピュータと教材を講義と演習形式で行う。演習では、一
人一台のパソコンを使い、インターネットが活用できる環境
を提供し、教員が教材を作るだけではなく、児童・生徒が自
らコンテンツを作成できる環境についても考察する。

宮園　博光（総合管理学部教授）
金井　貴（総合管理学部准教授）
小薗　和剛（総合管理学部准教授）
森山　賀文（総合管理学部准教授）
石橋　賢（総合管理学部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 30人
令和3年5月17日～
令和3年6月16日

令03-
20086-
503614号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本県立大学 【選択】方言を見つめる視点

本講習の前半においては、方言にみられる特徴的な表現に
ついて、どのような使用条件を持つのかなど日本語学（言語
学）的な観点から考察し、また、方言の世代差について、現
在進行形で方言に起きている変化を追う。後半において
は、九州、熊本の方言史を語る上での定番となっている、キ
リシタン資料、『夏山雑談』や『玉勝間』などの記述を確認し、
その上で、これまであまり取り上げられてこなかったイロハ
分類体辞書や浄土真宗の説教資料、料理書、随筆等に見
える方言記述を取り上げ、各々の書物が方言を記すに至っ
た背景を考えていく。

小川　晋史（文学部准教授）
米谷　隆史（文学部教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭向

け
6,000円 30人

令和3年5月17日～
令和3年6月16日

令03-
20086-
503615号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本県立大学
【選択】グローバル社会に対応す
る英語運用能力とコミュニケー
ション能力を高める英語科指導

本講習では、認知言語学、異文化理解及び英語科教育に
おける理論と実践の側面から、新指導要領の目標に到達可
能な教授法を考察する。
まず、文法項目が関わる英語表現に焦点をあてて、英語に
おける事態把握（認知）の特性がどのように反映されている
かを考察する。異文化理解ではメデイア利用とアクティブ・
ラーニングのあり方を模索し, 英語科教育では学習理論と教
授法を概観してグローバル社会に対応した英語科教授法を
考察する。

村尾　治彦（文学部教授）
原　紘子（文学部准教授）
武上　富美（文学部講師）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月18日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 20人

令和3年5月17日～
令和3年6月16日

令03-
20086-
503616号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本県立大学
【選択】環境教育（1）環境と生態
系を題材にして

地球温暖化をはじめ、食料生産とエネルギーの確保、有害
化学物質による環境汚染、黄砂による大気汚染など、危機
的状況にある地球環境問題の中から、特に水環境と廃棄物
の問題を取り上げ、最新の研究事例を紹介するとともに、
我々が暮らしの中でできる環境対策について議論する。以
上の内容を３コマに分けて実施する。

小林　淳（環境共生学部准教授）
阿草　哲郎（環境共生学部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月18日 教諭 全教諭 6,000円 36人
令和3年5月17日～
令和3年6月16日

令03-
20086-
503617号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本県立大学
【選択】環境教育（2）食と農をめぐ
る環境

本講義では、国内外における食料生産の現状と課題、並び
に現代社会における食・農・環境とそれらの関係を理解する
ことを到達目的とする。また、身近な植物や種子を使った
食・農・環境教育の実践方法について学ぶ。

松添　直隆（環境共生学部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和3年8月20日
教諭

栄養教
諭

全教諭、栄養教
諭

6,000円 36人
令和3年5月17日～
令和3年6月16日

令03-
20086-
503618号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本県立大学 【選択】「食」と「健康」を考える

巷にあふれる食や健康に関する情報は玉石混淆であり、正
しい情報を選択し、それらを日常生活に生かす能力の習得
が今後ますます重要となると考えられる。そこで、食や健康
に関する知識や情報を整理するだけでなく、「食」と上手に
付き合いながら「健康」に生きるための知見を提供すること
により、食育の新たな展開を考えるための足がかりを得るこ
とを目的とする。

松本　直幸（環境共生学部教授）
阿南　弥寿美（環境共生学部准教授）
友寄　博子（環境共生学部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 80人
令和3年5月17日～
令和3年6月16日

令03-
20086-
503619号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本県立大学
【選択】食育に関する知識技能の
ブラッシュアップ

栄養教諭の職務に関連する基礎的で重要な知識を体系的
に獲得する。講習内容の学習をとおして、栄養教諭として必
要な基礎的知識をブラッシュアップするとともに、今後の学
校における食育の在り方について検討し、具体的で実践的
な食育を展開できる能力を身に付ける。

横田　桂子（環境共生学部非常勤講師）
坂本　達昭（環境共生学部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月18日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 30人

令和3年5月17日～
令和3年6月16日

令03-
20086-
503620号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

熊本県立大学
【選択】授業をブラッシュアップす
るICT活用

この講習では、生徒、児童に「効率的で楽しい」授業のため
にパソコンを活用する実践的な手法を取り扱う。具体的に
は、教育におけるICTの活用、Webを活用した情報の提示、
コンピュータと教材を講義と演習形式で行う。演習では、一
人一台のパソコンを使い、インターネットが活用できる環境
を提供し、教員が教材を作るだけではなく、児童・生徒が自
らコンテンツを作成できる環境についても考察する。

宮園　博光（総合管理学部教授）
金井　貴（総合管理学部准教授）
小薗　和剛（総合管理学部准教授）
森山　賀文（総合管理学部准教授）
石橋　賢（総合管理学部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 30人
令和3年5月17日～
令和3年6月16日

令03-
20086-
503621号

096-321-6609
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

札幌学院大学
【選択】生徒指導の今日的課題と
対応について

社会や学校の状況、子どもたちの生活の変化を踏まえなが
ら、学校としての組織的な対応による生徒指導を進めること
が求められています。本講座では、子どもの人権を尊重す
る生徒指導の在り方、特に懲戒・校則・体罰について、子ど
もの権利条約や関連法規、判例などの理解を深めながら、
受講生とともに考えていきたいと思います。

川原　茂雄（人文学部　教授） 北海道江別市 6時間 令和3年7月31日 教諭
小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月17日

令03-
30004-
504765号

011-386-8111 http://www.sgu.ac.jp/

星槎道都大学
【選択】校務に役立つExcel基礎
講座

Excelの活用方法から、校務に必要な事務作業の効率化を
習得します。校務に必要な各種データの統計処理、グラフ作
成、関数など基礎的な利用方法を解説し、学校現場におけ
る事例を用い、パソコンによる実習を行い学習します。Excel
に初めてふれる方から、日常業務で支障なくExcelを使いこ
なせるようになりたい方までを対象とします。

由水　伸（経営学部経営学科教授）
青山　浩之（経営学部経営学科准教授）
近澤　潤（経営学部経営学科助教）

北海道北広島
市

6時間 令和3年8月7日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校教諭及び養護

教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505379号

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

星槎道都大学
【選択】校務に役立つExcel基礎
講座

Excelの活用方法から、校務に必要な事務作業の効率化を
習得します。校務に必要な各種データの統計処理、グラフ作
成、関数など基礎的な利用方法を解説し、学校現場におけ
る事例を用い、パソコンによる実習を行い学習します。Excel
に初めてふれる方から、日常業務で支障なくExcelを使いこ
なせるようになりたい方までを対象とします。

由水　伸（経営学部経営学科教授）
青山　浩之（経営学部経営学科准教授）
近澤　潤（経営学部経営学科助教）

北海道北広島
市

6時間 令和3年8月10日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校教諭及び養護

教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505380号

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

星槎道都大学
【選択】校務に役立つExcel応用
講座（マクロ編）

Excelのマクロを活用し、校務における定型的な事務作業を
自動化し効率向上を目指します。本講習ではマクロの導入
方法から解説し、様々な場面での応用的な利用方法を考
え、学校現場における事例を用いパソコンによる実習を行い
学習します。日常業務でExcelの基本操作を習得されている
方の受講をおすすめします。

由水　伸（経営学部経営学科教授）
青山　浩之（経営学部経営学科准教授）
近澤　潤（経営学部経営学科助教）

北海道北広島
市

6時間 令和3年8月8日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校教諭及び養護

教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505381号

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

星槎道都大学
【選択】校務に役立つExcel応用
講座（マクロ編）

Excelのマクロを活用し、校務における定型的な事務作業を
自動化し効率向上を目指します。本講習ではマクロの導入
方法から解説し、様々な場面での応用的な利用方法を考
え、学校現場における事例を用いパソコンによる実習を行い
学習します。日常業務でExcelの基本操作を習得されている
方の受講をおすすめします。

由水　伸（経営学部経営学科教授）
青山　浩之（経営学部経営学科准教授）
近澤　潤（経営学部経営学科助教）

北海道北広島
市

6時間 令和3年8月11日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校教諭及び養護

教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505382号

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

星槎道都大学
【選択】校務に役立つPowerPoint
基礎講座

効果的なプレゼンテーション資料や教材作成ができるよう
に、Microsoft PowerPointの基本的な操作方法を学習しま
す。講習は実際に一人一台パソコンを使用する演習形式で
行い、講習の最後には講習内で作成したスライドを担当講
師が評価します。なお、文字入力のできるパソコン初級者を
対象とします。

由水　伸（経営学部経営学科教授）
青山　浩之（経営学部経営学科准教授）
近澤　潤（経営学部経営学科助教）

北海道北広島
市

6時間 令和3年8月9日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校教諭及び養護

教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505383号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

星槎道都大学 【選択】特別支援教育講座

特別支援教育の動向を踏まえ、発達障害についての理解を
深めると共に、すべての障害についての基本的な特性を学
ぶ。その上で、障害種ごとに分科会形式で指導上の課題を
整理し解決策等について研修する。
　１　特別支援教育の展開と課題を学ぶ
　２　発達障害の理解と指導上の配慮事項を学ぶ
　３　各障害の特性を学ぶ
　４　指導上の課題を学ぶ

荒木　広式（社会福祉学部社会福祉学科教授）
坂上　俊樹（社会福祉学部社会福祉学科教授）
酒井　宏三（社会福祉学部社会福祉学科非常
勤講師）
髙橋　健剛（社会福祉学部社会福祉学科非常
勤講師）
藤根　収（社会福祉学部社会福祉学科教授）
堀川　厚志（社会福祉学部社会福祉学科教授）

北海道北広島
市

18時間
令和3年8月9日～
令和3年8月11日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校教諭及び養護

教諭

18,000円 60人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505384号

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

星槎道都大学
【選択】演出テクニックを学び魅せ
る映像を制作（理論編）

業務における様々な映像制作のクオリティアップを図るた
め、映像制作授業や部活動の指導の際に留意点となる「発
想・設計段階」を、絵コンテの作成作業を通じて学ぶ。
本講習では、映像の誕生から現在までの歴史から始まっ
て、芸術から商業映像まで様々なプロ作品の分析を行いな
がらアマチュア映像との決定的な差となる演出法、構図につ
いてを確認する。
※PCやアプリケーションを使用しての実技はありません。

北嶋　洋一（美術学部デザイン学科准教授）
北海道北広島
市

6時間 令和3年8月9日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学

校教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505385号

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

星槎道都大学
【選択】演出テクニックを学び魅せ
る映像を制作（実技編）

業務における様々な映像制作のクオリティアップを図るた
め、映像制作授業や部活動の指導の際に留意点となる「撮
影や編集段階」を、デジタル映像編集の実技を中心に学
ぶ。
本講習では、映像作品完成までの実作業を体験することに
なる。そして、一連の作業を通じて優れた映像を作るために
必要な要素とは何かを発見し、魅せることのできる映像制作
を行うための心構えと知識・技術を身につけることを目標と
する。※PCによる映像編集アプリケーションの実技が中心
になります。

北嶋　洋一（美術学部デザイン学科准教授）
北海道北広島
市

6時間 令和3年8月10日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学

校教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505386号

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

星槎道都大学
【選択】ペーパークラフトのテク
ニックから「飛び出す絵本」を制
作

物語と魅力的な作画により絵本というメディアは成立してい
るが、そこにペーパークラフト（紙工作）のアイディアを取り入
れて、見る者、読む者に一層の驚きを与えるのが「飛び出す
絵本」の力である。本講座では、基本的なポップアップのパ
ターンを数種類マスターした後、いずれかのパターンを1種
類応用し、自作のイラストレーションと組み合わせて作品制
作を目指す。完成作品は画用紙を用いた見開き2ページと
する。

北嶋　洋一（美術学部デザイン学科准教授）
北海道北広島
市

6時間 令和3年8月11日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校・高等学
校（美術）、特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505387号

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

星槎道都大学
【選択】間取りをつくることから住
まいを考える

間取りとは「すまいのかたち」をあらわしたものです。この講
習では、間取りを表した図の読み方から住まいの基本的な
知識を学び、受講者にそれぞれ設定した家族のための住ま
いを考えていただきます。
受講者が現場での教授対象の生徒へ生活に必要な衣食住
のうち、「住」の大切さの基本的内容を取り扱うため教科を
特定しないものとします。

安藤　淳一（美術学部建築学科教授）
佐藤　善太郎（美術学部建築学科教授）

北海道北広島
市

6時間 令和3年8月9日 教諭
小学校、中学校、
高等学校、特別
支援学校教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505388号

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

星槎道都大学
【選択】地域防災について考える　
―自然災害発生時にあなたはど
のような行動をとりますか―

近ごろ、自然災害が頻発しています。自分の住んでいるまち
で、今後どのような災害が発生する可能性があるのでしょう
か。ハザードマップの見かたを確認してみましょう。そのあと
北広島市をモデルにＤＩＧ（Disaster Imagination Game）に取
り組み、災害が発生した時の情報の捉え方、それをもとにど
のような行動を取ったらよいのか考えてみましょう。

安藤　淳一（美術学部建築学科教授）
北海道北広島
市

6時間 令和3年8月10日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学

校教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505389号

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

星槎道都大学
【選択】サッカーの指導法（コーチ
ング＆トレーニング）

サッカーの基本的なスキル獲得の為の指導法を主たる目的
としますが、FAN（楽しむ）という事の中で色々な事が獲得で
きるコーチング法、トレーニング法を考える講習会とします。

木島　敦（経営学部経営学科非常勤講師）
北海道北広島
市

6時間 令和3年8月9日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校・高等学
校（保健体育）、
特別支援学校教

諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505390号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

星槎道都大学
【選択】ベースボール型授業およ
び課外活動（野球）に役立つ指導
法

体育実技において、指導の難しさが指摘されているベース
ボール型（球技）の指導方法や授業づくりを考え、活用でき
ることを目標に講義します。また、教科指導にとらわれず、
運動の指導に関する内容を含み、種目としてソフトボールと
軟・硬式野球の指導に関する講義及び実技を行います。

米野　宏（経営学部経営学科准教授）
北海道北広島
市

6時間 令和3年8月10日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校・高等学
校（保健体育）、
特別支援学校教

諭

6,000円 25人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505391号

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

星槎道都大学 【選択】トレーニング科学

トレーニングに関わる身体の仕組み・働きについて解説し、
各種スポーツ・体力づくりに必要なトレーニングの基礎理論
を理解し、女性と運動・中高年における健康に対する構成要
素の知識を学ぶとともに障害者における運動と健康につい
ても詳しく学習する。また、トレーニングに必要な基礎的理
論・トレーニングの方法を概説し、トレーニング計画・筋力ト
レーニングの基礎・ストレッチングや体力テストの活用につ
いても学ぶ。

篠原　諒介（経営学部経営学科助教）
北海道北広島
市

6時間 令和3年8月11日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校・高等学
校（保健体育）、
特別支援学校教

諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505392号

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

星槎道都大学
【選択】新しい学びと実践力を身
に付けるアクティブ・ラーニングの
理論と実践

学校教育においては、子どもたちの主体的・対話的で深い
学びを実現するため、知識の伝達・注入を中心とした授業か
ら、子どもたちが主体性を持って多様な人々と協力して問題
を発見し解を見い出していく授業（アクティブ・ラーニング）へ
の転換が求められています。本講習では、アクティブ・ラーニ
ングが求められる背景について理解を深めるとともに、具体
的な実践方法を模索します。

西崎　毅（社会福祉学部社会福祉学科教授）
北海道北広島
市

6時間 令和3年8月9日 教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505393号

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

星槎道都大学
【選択】新しい学びと実践力を身
に付けるアクティブ・ラーニングの
理論と実践

学校教育においては、子どもたちの主体的・対話的で深い
学びを実現するため、知識の伝達・注入を中心とした授業か
ら、子どもたちが主体性を持って多様な人々と協力して問題
を発見し解を見い出していく授業（アクティブ・ラーニング）へ
の転換が求められています。本講習では、アクティブ・ラーニ
ングが求められる背景について理解を深めるとともに、具体
的な実践方法を模索します。

西崎　毅（社会福祉学部社会福祉学科教授）
北海道北広島
市

6時間 令和3年8月11日 教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505394号

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

星槎道都大学
【選択】発達障害等生きにくさが
ある子どもの理解と教育

小中高等学校等に在学している知的に遅れのない児童生
徒の中には、情緒的な不安定さや発達の歪みや偏りにより
適応障害を発生したり、学校生活で生きずらさを感じている
子供たちがいる。そのような子供たちの理解と教育的な支
援をどのように行ったらよいかについて考えてみたい。

藤根　収（社会福祉学部社会福祉学科教授）
堀川　厚志（社会福祉学部社会福祉学科教授）

北海道北広島
市

6時間 令和3年8月10日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校教諭及び養護

教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30009-
505395号

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

北海道科学大学
【選択】機械工学教育の最新動
向について

 本講習会では現在大学で実施されている機械工学教育の
最新事例について紹介する。具体的には表計算ソフトや力
学解析ソフトを用いた力学問題の視覚的理解及び簡単な設
計問題解法を体験するとともに、次世代ものづくり・設計技
術、ものづくりで必要不可欠な省エネルギー技術や環境負
荷の低い自然エネルギー利用技術などを紹介する。

太田　佳樹（工学部教授）
大竹　秀雄（工学部教授）

北海道札幌市 6時間 令和3年8月6日 教諭
高等学校教諭

（工業・主に機械）
6,000円 10人

令和3年5月7日～
令和3年6月11日

令03-
30019-
503517号

011-688-2378 https://www.hus.ac.jp/

北海道科学大学
【選択】電気電子系実験・実習の
ための回路シミュレータとマイコ
ン活用法

　本講前半ではグラフィカルユーザーインターフェースを持
つシミュレータを用いて、簡単な電気・電子回路シミュレー
ションを実践的に体験し、実際にブレッドボード上で組んだ
回路との比較検討を行う。後半はScratchやmicro:bitの基礎
から、センサー等と組み合わせたプログラミング教育への応
用までを学ぶ。前後半を通して工業・理科・技術などの実
習・実験授業の効果的実施に活用できる内容を紹介する

木村　尚仁（工学部教授）
一戸　善弘（工学部准教授）

北海道札幌市 6時間 令和3年8月6日 教諭

高等学校教諭
（工業）、中学校
教諭（理科・技

術）

6,000円 15人
令和3年5月7日～
令和3年6月11日

令03-
30019-
503518号

011-688-2378 https://www.hus.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

北海道科学大学
【選択】建築計画・構造・環境学
の現在について

　モダン、ポストモダン、それ以降現代までに至る経緯を振り
返りながら、建築計画・意匠計画の最前線の理論と様々な
実践例を学ぶ。また、阪神大震災や東日本大震災の被害原
因について解説し、最近行われている耐震診断、耐震補強
について学ぶ。さらに、超高性能外皮技術・自然エネルギー
利用技術・高効率な設備技術を融合させた建築環境学の最
先端の研究について学ぶ。以上を本講習の目的とする。

川人　洋志（工学部教授）
魚住　昌広（工学部教授）
前田　憲太郎（工学部准教授）

北海道札幌市 6時間 令和3年8月6日 教諭
高等学校教諭

（工業・主に建築）
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年6月11日

令03-
30019-
503519号

011-688-2378 https://www.hus.ac.jp/

北海道科学大学 【選択】都市環境科目講習

　地球環境問題の深刻化や社会経済状況の急速な変化等
の問題に直面している中で、社会が必要としている土木技
術や環境との調和を目指す新しい技術、及びその考え方に
ついて講義を行う。例えば、大規模地震による液状化や津
波に対する防災・減災技術、急速な高齢化と人口減少が進
む地域の交通を確保するために必要な交通計画の評価方
法について、講義や実験を交えながら学ぶ。

山本　泰司（工学部教授）
川端　伸一郎（工学部教授）
井田　直人（工学部准教授）

北海道札幌市 6時間 令和3年8月6日 教諭
高等学校教諭

（工業・主に土木）
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年6月11日

令03-
30019-
503520号

011-688-2378 https://www.hus.ac.jp/

稚内北星学園大
学

【選択】学校・地域で一人ひとりが
生き生き活動する学級づくり

コロナ禍の中、人とつながることが苦手な孤立化する子ども
が顕在化しています。学校は社会の縮図であり子どもの実
態が映し出される場です。学級づくりを通して，望ましい人間
関係を形成し，集団の一員として自主的，実践的な態度や
健全な生活態度を育てることが一層重要になります。本講
義では、集団づくりの理論と実践から、個の特性を活かした
学級づくりを考えます。また、地域に開かれた学校づくりの
取組を「安全・安心」に結び付ける工夫が求められているこ
とから、子どもの視点や観察力・創造力を活かし、地域の一
員として地域活動に参加する子どもの育成を考えます。

但田　勝義（情報メディア学部教授） 北海道稚内市 6時間 令和3年8月2日
教諭

養護教
諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年7月9日

令03-
30024-
505371号

0162-32-7511　
(内線： 601)

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

稚内北星学園大
学

【選択】北海道だからこそできる
『カーリング』を活用した授業展開
～教材としての『カーリング』の未
知なる可能性～

2021年2月日本カーリング選手権が、稚内市で開催され、国
内のトップ選手が参戦しました。そこで本講習は、トップ選手
も使用した稚内市みどりスポーツパークにおいて、「カーリン
グ」を中心に「主体的・対話的で深い学び」の展開を考えま
す。カーリングは、児童・生徒の運動嫌い、身体活動量不足
の解決に寄与するとともに、豊かな情操、健康な身体を育む
ことが期待されます。さらにチームメイトで、作戦を立て実行
し、検証しながら思考力・判断力の向上にも寄与することが
できます。同時にカーリングには理科や数学の知識、法則を
応用することができます。こうした多面的な視角から、「教材
としてのカーリング」を考えていきたいと思います。

侘美　俊輔（情報メディア学部准教授） 北海道稚内市 6時間 令和3年8月3日 教諭

小学校、中学校・
高等学校(理科・

数学・保健体
育)、特別支援学

校教諭

6,000円 32人
令和3年4月16日～

令和3年7月9日

令03-
30024-
505372号

0162-32-7511　
(内線： 601)

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

稚内北星学園大
学

【選択】プログラミングを始めよう

プログラミングを学ぶことは職業選択の幅を広げるだけでな
く、命令を組み合わせ順序立てて論理的に考えていく「プロ
グラミング的思考」を身につけることにつながります。この能
力は、思考力・判断力・表現力を必要とし、現実世界のさま
ざまな場面でも役立つでしょう。本講座では、プログラミング
教育の概観を学んだ後、児童生徒も操作できる複数のツー
ルや言語を実習形式で経験することで、プログラミング教育
への活用を考えます。また、いくつかのサンプル課題を各自
で制作し、学習で躓きやすい点などを確認することでより良
い教授法へつなげられるようにします。

佐賀　孝博（情報メディア学部教授） 北海道稚内市 6時間 令和3年8月4日
教諭

養護教
諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年7月9日

令03-
30024-
505373号

0162-32-7511　
(内線： 601)

http://www.wakhok.ac.j
p/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

青森大学
【選択】情報モラル教育の指導
(ネット健康被害問題を中心に)

児童生徒のネット・ゲームへの長時間接触が問題視される
中、脳・視聴覚等の発達阻害、睡眠障害による心身の不調
等が明確化し、医学的な研究でもその要因が明らかにされ
つつありますが、社会的認知は遅れています。発達阻害・健
康被害の事実・現象とネットとの相関関連、エビデンスを分
析し、参加者と共に学校での指導のあり方を考えます。演習
も重視し学校で啓発講演を行える力量の形成をめざしま
す。

船木　昭夫（社会学部　教授）
大谷　良光（客員教授）
内山　陽子（青森県立浪岡養護学校　養護教
諭）

青森県青森市 6時間 令和3年7月27日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高教
諭、養護教諭

6,000円 60人
令和3年4月16日～

令和3年7月9日

令03-
30027-
505718号

017-738-2001　
(内線： 130)

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

青森大学
【選択】乳幼児のスマホ長時間接
触による発達阻害と「園」の役割

スマホやゲーム機などのネット機器を使い始める時期が低
年齢化していることや、スマホ子守り問題は以前から報告さ
れています。しかし、ネット機器の長時間使用による乳幼児
の健康被害や発達阻害のリスクは十分に知られていませ
ん。本講習ではネット機器を長時間使うことの健康と発達へ
の影響を解説し、園での子どもたちの指導と保護者への啓
発について考えます。ゲスト講師として小児科医による講演
も予定しています。

船木　昭夫（社会学部　教授）
大谷　良光（客員教授）
内山　陽子（青森県立浪岡養護学校　養護教
諭）

青森県青森市 6時間 令和3年7月28日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭、養
護教諭

6,000円 60人
令和3年4月16日～

令和3年7月9日

令03-
30027-
505719号

017-738-2001　
(内線： 130)

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

青森大学
【選択】ネット依存の予防教育と
依存者への支援

ネット機器の長時間使用は以前から問題視されてきました
が、2019年にはＷＨＯがゲーム障害を正式に国際疾病分類
に登録する等、依存の問題への関心が高まっています。コ
ロナ禍のもとで児童生徒のスマホ所持率はさらに上昇し、
ネット依存が疑われるケースが増えているという報告もあり
ます。本講習では依存問題についての理解を深め、参加者
と共に学校での予防教育と依存者への支援、指導のあり方
を考えます。

船木　昭夫（社会学部　教授）
大谷　良光（客員教授）
内山　陽子（青森県立浪岡養護学校　養護教
諭）

青森県青森市 6時間 令和3年7月29日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高教
諭、養護教諭

6,000円 60人
令和3年4月16日～

令和3年7月9日

令03-
30027-
505720号

017-738-2001　
(内線： 130)

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

青森大学
【選択】体験学習法と冒険教育の
視点からアクティブ・ラーニングを
考える

１）「概念学習」と「体験学習」の学びの特性を理解し、生徒・
児童が主体的な学びに取り組むための「体験学習法」の理
解を深める。
２)「生きる力」を育む様々な体験活動の中の、特に自然体
験活動の教育的な特徴を整理し、体験教育の歴史を振り返
り、冒険体験の意義を理解する。
３）「学校教育に取り入れることが可能な、「プロジェクトアド
ベンチャー」や「ラブラトリーメソッド」を体験し、アクティブ・
ラーニングの理解を深める。

佐々木　豊志（総合経営学部　教授） 青森県青森市 6時間 令和3年7月30日 教諭

小・中学校教諭、
高等学校(保健体
育、芸術、家庭、
総合の担当)教諭

6,000円 25人
令和3年4月16日～

令和3年7月9日

令03-
30027-
505721号

017-738-2001　
(内線： 130)

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

青森大学
【選択】地域の観察とアクティブ・
ラーニングを採り入れたメディア
づくり

「地域に密着した話題を取り上げる記事・メディアのつくり
方」について、担当者が実践しきてきたアクティブ・ラーニン
グやメディアづくりに基づき、以下のスキルを解説・実習す
る。
①「身近な社会・ものごと」に関する「？」「！」の発見と表
現、対話
②スマートフォンやデジタルカメラを活用した観察と考察
③情報・画像のまとめ方
④実際に大学周辺を観察・取材して記事・メディアづくりを体
験
※児童・生徒に加えて、父母・保護者とのコミュニケーション
も視野に入れます。また、ネット活用のポイントも解説しま
す。
※履修者の校種・要望等に応じて内容を変更・調整すること
があります。

櫛引　素夫（社会学部　教授） 青森県青森市 6時間 令和3年8月2日 教諭 小・中・高教諭 6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年7月9日

令03-
30027-
505722号

017-738-2001　
(内線： 130)

http://www.aomori-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

青森大学
【選択】子ども、教師のための
SST（ソーシャル・スキルズ・ト
レーニング）

１．人間関係とストレス、コミュニケーション
　ストレッサーの影響は、「認知」によって大きく異なることが
注目されている。ここでは、人間関係における「認知」「行動」
「感情」「コミュニケーション」についてやさしく解説する。
２．SSTの基礎理論
　ＳＳＴは多くの領域で注目され、予防的、発達的、治療的介
入として実践されている。ここでは、行動理論、社会学習理
論、グループワーク理論、認知行動療法理論とともに、ＳＳＴ
をやさしく解説する。

船木　昭夫（社会学部　教授） 青森県青森市 6時間 令和3年8月5日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高教
諭、養護教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年7月9日

令03-
30027-
505723号

017-738-2001　
(内線： 130)

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

尚絅学院大学
【選択】現行教科書に頻出する
「地の文」「語り手」「語り」「視点」
から読み解く文学教材

学習者が自主的・自発的に授業に取り組むためには。学習
者は予習の仕方・方法がわかっていないのではないか。本
講習では教科書掲載の文学教材（小・中・高校）を主に取り
上げ、予習のありようを探ってみたい。先ずは国語教科書に
頻出する「地の文」「語り」「語り手」「視点」に注目し、次に、
これらタームを活用し教材文を基に、学習者の立場で受講
者相互が読み解いていく。おそらく、予習の仕方が学習者に
伝わり、自主的・自発的な取り組みが可能となるはずであ
る。

田村　嘉勝（総合人間科学系教育部門特任教
授）

宮城県名取市 6時間 令和3年7月31日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

国語教諭
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30039-
504948号

022-381-3343 http://www.shokei.jp/

尚絅学院大学 【選択】東北の文学を考える

短いことばで人の生き様をうたう和歌は、地域の文学や古
典の世界に親しむための恰好の教材です。本講習では『万
葉集』や『百人一首』の作者たちの人生と作品について、東
北（特に宮城県）との関わりを中心に解説します。和歌や短
歌の効果的な音読やその指導法についても、実践を行いな
がら、そして皆さんのご意見をうかがいながら考えます。

松本　真奈美（総合人間科学系人文部門教授） 宮城県名取市 6時間 令和3年8月5日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

国語教諭
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30039-
504949号

022-381-3343 http://www.shokei.jp/

尚絅学院大学
【選択】子供の「主体的・対話的で
深い学び」を促す指導と支援の
在り方

「学びの質」を一層高めることが期待される「主体的・対話的
で深い学び」を展開する上で、子供が「見方・考え方」を働か
せる学びの過程、教材や資料、学びの形態や空間、活動、
評価などの面からの指導、支援・援助の改善が求められて
いる。そうした授業や保育をどのように構想していくかにつ
いて、教材化や環境構成、個と集団の関わりを重視した活
動などを視点にして、事例を基に具体的な理解を深めてい
く。

佐藤　佳彦（総合人間科学系教職課程部門特
任教授）

宮城県名取市 6時間 令和3年8月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30039-
504950号

022-381-3343 http://www.shokei.jp/

尚絅学院大学 【選択】ピアノ演奏技術の向上

受講者数によっても異なりますが、 一人当り15分以上30分
以内の実技指導を行います。この実技指導は全受講者が
見学する公開レッスンとなります。現在自分にとって課題と
なる曲を１曲以上選定し楽譜を持参してください。曲の様式
は問いません。弾き歌いも可能です。実技指導を中心とし、
演奏法や楽典に関する講義、コードネームや伴奏の付け方
なども必要に応じて取り上げます。ノート・筆記用具は持参し
てください。講習終了後、履修認定試験として実技考査を行
います。

土田　定克（総合人間科学系芸術・スポーツ部
門准教授）

宮城県名取市 6時間 令和3年8月18日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校音

楽科教諭

6,000円 10人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30039-
504951号

022-381-3343 http://www.shokei.jp/

尚絅学院大学
【選択】英語授業の背景となる英
米文学、英米文化の知識

主に英米文学を扱いながら、中学校、高等学校での英語教
育、あるいは小学校での英語教育に関わる背景知識を学ぶ
ことを目標にする。
１．英語形成の歴史（古英語から近代英語まで）２．イギリス
の戯曲について（シェクスピアを中心に）３．小説の誕生と発
展　４．児童文学の黄金時代　５．社会階級と人種問題
以上に関し、英文を参照しながら、資料に基づき解説する。

小原　俊文（総合人間科学系人文部門特任教
授）

宮城県名取市 6時間 令和3年8月4日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語科教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30039-
504952号

022-381-3343 http://www.shokei.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

尚絅学院大学
【選択】図画工作科における道
具・材料の基礎理解

「絵に表す」、「工作に表す」領域における一般的な道具や
材料についての基礎・基本的な理解を深め、実践的な活動
を行いながら、指導スキルの向上を目指す。

相馬　亮（総合人間科学系芸術・スポーツ部門
准教授）

宮城県名取市 6時間 令和3年8月6日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30039-
504953号

022-381-3343 http://www.shokei.jp/

尚絅学院大学 【選択】心のバリアフリー

本講習では、代表的な心身の障害から社会にある「障害＝
バリア」、バリアフリーに関する制度・仕組み、「障害の社会
モデル」等について概説します。学校における障害理解教
育の実践例とそのあり方、交流及び共同学習についても解
説しながら、「心のバリアフリー」への理解を深めます。

佐々木　健太郎（総合人間科学系教育部門講
師）
能田　昴（総合人間科学系教育部門助教）

宮城県名取市 6時間 令和3年8月16日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30039-
504954号

022-381-3343 http://www.shokei.jp/

尚絅学院大学
【選択】特別支援教育の理解と実
践

本講習では，知的障害児と発達障害児の理解および教育・
発達支援の方法について、特別支援学校、特別支援学級、
通常の学級のそれぞれの場における実践と課題を提示しな
がら学びます。また、その背景となる特別支援教育の歴史
的な変遷と現代的課題や、海外における先進事例などにつ
いても概説します。

佐々木　健太郎（総合人間科学系教育部門講
師）
能田　昴（総合人間科学系教育部門助教）

宮城県名取市 6時間 令和3年8月17日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30039-
504955号

022-381-3343 http://www.shokei.jp/

仙台大学 【選択】緊急時対応

一次救命処置（心肺蘇生法・窒息解除等）を講義、演習形式
で実施致します。
　教育の実践現場で児童・生徒に万が一、必要になった際、
あるいは、授業等で活用できる内容も盛り込んで実施致しま
す。
　なお、演習では蘇生人形のレサシアンを使って4人1グ
ループに分かれて実施することを想定しております。したが
いまして、受講される先生方にはご負担がかかるかもしれま
せんがそれを理解した上でご参加頂けたら幸いです。

福田　伸雄（助教）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年5月30日
教諭

養護教
諭

中学・高等学校
保健体育科教
諭、養護教諭

6,500円 20人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30040-
503808号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】スポーツバイオメカニクス

走・跳・投をはじめ、スポーツにおける各種運動動作をバイ
オメカニクス的観点から解説する。具体的には、各種運動動
作の成り立ちやその力学的メカニズムについて考え、合理
的な技術指導やトレーニング方法を論述する。
受講に当たり、特定のテキストを購入する必要はないが、ス
ポーツバイオメカニクスを限られた時間で効果的に学ぶた
めに、スポーツバイオメカニクスの基礎事項について事前に
学習しておくことが望ましい。このための専門書として「ス
ポーツバイオメカニクス」（化学同人）を推薦する。

宮西　智久（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年6月5日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,000円 15人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30040-
503809号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】体つくり運動とダンス

保健体育の体つくり運動とダンスを取り上げて、実技を中心
に講習を行う。体つくりでは、体ほぐしの運動と体の動きを
高める運動の中心に実施する。ダンスでは、創作ダンス、現
代的なリズムのダンス、フォークダンスを実施する。また、ダ
ンスでは、映像資料を用いてダンスの歴史についても取り
上げる。

溝口　絵里加（講師）
山梨　雅枝（講師）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年6月6日 教諭
小学校教諭、中
学・高等学校保
健体育科教諭

6,500円 20人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30040-
503810号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】子ども理解と保育実践

保育実践の中の子どもの姿を振り返り、その子の物語を読
み解きながら、子どもを理解する手がかりを探っていきま
す。また、保育実践と子ども理解について、日々の保育や参
考文献の事例をもとに検討していきます。

柴田　千賀子（准教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年6月13日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30040-
503811号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】サッカー指導

サッカーの基本スキル獲得のための指導法を主たる目的と
します。
日本サッカー協会の指導指針をベースに諸スポーツ科学を
組み入れて、より効果的な指導・コーチング方法とトレーニン
グ方法を提供する講習会とします。

黒澤　尚（講師）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年6月19日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,500円 20人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30040-
503812号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

仙台大学
【選択】子どものこころとからだを
育む運動遊び

幼児教育の現状と課題、改善の方向性としてあげられてい
る①幼児の、運動能力の低下、集団とのかかわりの中で自
己発揮する力不足や、さまざまな体験・経験不足。②発達や
学びの連続性を確保する観点から、乳幼児教育の具体的な
連携方策、教育課程の改善を図る必要性。等、これらのこと
をふまえた「運動あそび」の保育理論と保育実践を融合さ
せ、より具体的事例を挙げながら講義と実技を展開し実施
する。

原田　健次（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年6月26日 教諭 幼稚園教諭 6,500円 40人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30040-
503813号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】コミュニケーションスキル
アップのためのワークショップ

児童、生徒の教科指導および生徒指導など、多岐にわたる
場面において「コミュニケーション能力」の重要性が叫ばれ
ている。
本講義ではコミュニケーションの様々な側面を分析するとと
もに、豊かな人間関係の構築のために役立つコミュニケー
ションについて考える場を提供することを目的とする。

粟木　一博（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年6月27日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学
校、中等教育学
校、義務教育学
校、特別支援学
校の教諭および

養護教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30040-
503814号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】人間理解の心理学

生徒及び保護者、教員間の意志の疎通を図るためには、他
者を理解することと同時に自分をも理解していないとうまくい
かないことが多い。例えば一つの現象にあっても同様の見
方であるとは限らず、そのズレ感がトラブルの原因となるこ
とが多いからである。
本講習では、自己洞察を深めることを通して他者の理解に
迫る。

菊地　直子（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年7月3日
教諭

養護教
諭

小学校、中学校、
高等学校教諭お
よび養護教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30040-
503815号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】生涯スポーツを視野に入
れた体育指導

本講義は体育の指導法についての学び直し、新しい知見の
提供をねらいとしています。①保健体育の指導はいかに有
るべきか、また生涯スポーツにどう結びつけていくか　②そ
のための望ましい体育授業を考えてみる　③体罰・暴力は
なぜいけないのだろうか？、④スポーツとの上手な付き合い
方とは？、などをテーマに講義を進めます。特に本講義で
は、中学生・高校生を対象とした体育理論や保健の授業の
際にも取り扱えるような、体育・スポーツに関するトピックス
も提供していきたいと考えています。

郡山　孝幸（教授）
入澤　裕樹（准教授）
川戸　湧也（助教）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年7月17日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,500円 15人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30040-
503816号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】幼児理解に基づいた保育
実践の評価

「幼稚園教育において育みたい資質・能力」や「幼児期の終
わりまでに育って欲しい姿」に触れながら、日頃の保育実践
からどのような評価の観点で幼児を見つめていったらいい
のか、幼児理解に基づいた評価の考え方とは何なのかにつ
いて、考えていく。

佐々木　和（講師）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年7月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30040-
503817号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】トレーニング効果を高める
栄養学

運動・トレーニングの効果を高めるためには、適切な食事に
よるバランスの取れた栄養素摂取が不可欠である。なぜ、ト
レーニングの効果を高めるためには栄養が重要なのか、栄
養生理学・運動栄養学の観点から講義する。部活等におけ
るスポーツ栄養指導に役立てるのみならず、学校の児童生
徒全般における成長期のあるべき食生活・栄養状態につい
ても講義する。
本講習は栄養教諭向けの内容ではありません。

早川　公康（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年7月24日
教諭

養護教
諭

小、中・高等学
校、中等教育学
校、義務教育学
校、特別支援学
校の教諭および

養護教諭

6,000円 25人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30040-
503818号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】トレーニングデザイン

生徒の体力低下の現状と問題点の把握、対応策の具体的
戦略を日本人にあったトレーニング方法について講義・討議
します。さらに、ダイナミックウォーミングアップ、体の歪みの
矯正法、重心バランスの制御法、メディシンボール遊び、プ
ライオメトリックス、正しいレジスタンストレーニング、アジリ
ティドリルを中心に、具体的な実技の指導法について実践
し、問題点や改善点について考えて行きます。

鈴木　省三（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年8月28日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,500円 15人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30040-
503819号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

仙台大学 【選択】人間理解の心理学

生徒及び保護者、教員間の意志の疎通を図るためには、他
者を理解することと同時に自分をも理解していないとうまくい
かないことが多い。例えば一つの現象にあっても同様の見
方であるとは限らず、そのズレ感がトラブルの原因となるこ
とが多いからである。
本講習では、自己洞察を深めることを通して他者の理解に
迫る。

菊地　直子（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年9月11日
教諭

養護教
諭

小学校、中学校、
高等学校教諭お
よび養護教諭

6,000円 30人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503820号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】ダンスの指導
創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実
技指導を教授します。ダンスの具体例や指導の仕方を実践
し、問題点や改善点などを考えていく。

山梨　雅枝（講師）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年9月20日 教諭
小学校教諭、中
学・高等学校保
健体育科教諭

6,500円 15人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503821号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】リハビリテーション論

基本的なリハビリテーションの知識や技術を紹介し、学校教
育における活用について事例等を交えて解説する。特に、
機能解剖学、運動学などの基礎的な内容から、症例や事例
検討など、実際の教育場面に結びつくような講義内容で行
いたい。

笠原　岳人（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年9月26日
教諭

養護教
諭

中学・高等学校
保健体育科教諭
および養護教諭

6,000円 10人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503822号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】コミュニティ心理学を活か
した教育相談のコツ

学校で教員が行う教育相談はスクールカウンセラーが行う
ものとは違っていてよいと考えています。では、どういったこ
とに留意すべきでしょうか。本講座ではコミュニティ心理学の
理論を参考にして映像を観たり、受講者にも演習・発表して
もらったりして、明日からの仕事がほんの少し楽しくなる時
間として学びを深めたいと思っています。

氏家　靖浩（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年10月2日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学
校，中等教育学
校，義務教育学
校、特別支援学
校の教諭および

養護教諭

6,000円 30人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503823号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】器械運動の技術と指導方
法

器械運動という種目の特性の理解とともに技の構造を確認
し,マットと跳び箱を中心に実技講習を通して技の指導方法
について考えていく。また、準備運動・予備運動として大切
な運動アナロゴンや補助法についても実際の経験を踏まえ
ながら解説する。

川口　鉄二（教授）
鈴木　良太（准教授）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年10月3日 教諭
小学校教諭、中
学・高等学校保
健体育科教諭

6,500円 20人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503824号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】福祉用具の活用と身近な
介護

高等学校学習指導要領解説（第2節保健）「（２）生涯を通じ
る健康」－「（ウ）加齢と健康」には、「機能障害及び社会復
帰を図るためのリハビリテーション・・・」があります。
その内容を踏まえ、高齢者や要介護者の心身の状況や場
面に応じた福祉用具の活用と介護方法について教授しま
す。実際に演習を通し、要介護者の身体的・心理的状況の
理解と介護者として配慮すべき点、介護方法や周囲の環境
による要介護者の健康への影響などについても考えていき
ます。この内容は、中学校指導要領解説<保健分野>にも活
かせる内容と考えます。

後藤　満枝（准教授）
福田　伸雄（講師）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年10月16日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,000円 16人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503825号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】「わかる・できる」指導とス
ポーツ運動学

教師・指導者が「運動を教える」とはどのようなことなのか。
コツ・カン指導の中核となる「発生指導力」の成り立ちについ
て今日のスポーツ運動学理論を用いて解説し、自得任せの
指導方法との比較・検討から問題点を探っていく。その際に
不可欠となる代行分析力について実際の運動学習体験を
通して解説していく。

川口　鉄二（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年10月17日 教諭
小学校教諭、中
学・高等学校保
健体育科教諭

6,500円 21人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503826号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】柔道の指導（導入と基礎）

柔道の未経験者から初段程度の受講生を対象とします。
武道の必修化にともない、中学、高校の一般体育における
柔道の指導の展開について、基本動作（道衣、礼法、進退
動作、受身）の重要性を解説し、現場での応用について解
説していきます。
まず、それらの習得を目標とし、その伝達方法については現
場で考えられる問題点を採り上げていきながら解説していき
ます。

川戸　湧也（助教）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年11月14日 教諭

中学・高等学校
保健体育科教

諭、講道館柔道
初段以下の方

（厳守)

6,500円 20人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503827号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/
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対象職

種
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仙台大学 【選択】緊急時対応

　一次救命処置（心肺蘇生法・窒息解除等）を講義、演習形
式で実施致します。
　教育の実践現場で児童・生徒に万が一、必要になった際、
あるいは、授業等で活用できる内容も盛り込んで実施致しま
す。
　なお、演習では蘇生人形のレサシアンを使って4人1グ
ループに分かれて実施することを想定しております。したが
いまして、受講される先生方にはご負担がかかるかもしれま
せんがそれを理解した上でご参加頂けたら幸いです。

福田　伸雄（助教）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年11月20日
教諭

養護教
諭

中学・高等学校
保健体育科教諭
および養護教諭

6,500円 20人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503828号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】剣道の指導

日本の伝統文化としての武道について概説し、学校体育に
おける武道の変遷や剣道の学習内容について捉えていき
たい。実技では、基本動作の習得から基本打突の面打ちに
至るまでの指導内容について取り上げていきたい。

斎藤　浩二（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年11月23日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,500円 10人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503829号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】スポーツニュース論

中学校学習指導要領解説(保健体育)H体育理論１．運動や
スポーツの多様性では「運動やスポーツには、・・・テレビな
どのメディアや競技場等での観戦を通して・・・多様な関わり
方があることを理解できるようにする」とある。これを踏まえ
て本講義では、「メディアとは何か」を考えることからスタート
し、現在国内外のマスメディアが報道しているスポーツ
ニュースの問題点を具体的な例をあげながら考え、メディア
を読み解く力の必要性を考えてゆく。

佐藤　修（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年11月28日 教諭
中学・高等学校
保健体育科教諭

6,000円 15人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503830号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】子どものこころとからだを
育む運動遊び

幼児教育の現状と課題、改善の方向性としてあげられてい
る①幼児の、運動能力の低下、集団とのかかわりの中で自
己発揮する力不足や、さまざまな体験・経験不足。②発達や
学びの連続性を確保する観点から、乳幼児教育の具体的な
連携方策、教育課程の改善を図る必要性。等、これらのこと
をふまえた「運動あそび」の保育理論と保育実践を融合さ
せ、より具体的事例を挙げながら講義と実技を展開し実施
する。

原田　健次（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年12月4日 教諭 幼稚園教諭 6,500円 40人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503831号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学 【選択】柔道の指導（応用）

柔道の2段以上および、授業担当（及び、部活動顧問の経
験）を経験したことのある受講生を対象とします。
武道の必修化にともない、中学、高校の一般体育における
柔道の指導の展開について、基本動作（道衣、礼法、進退
動作、受身）の確認、技術指導においては技術の選択とそ
の伝達方法を中心に留意点を踏まえながら解説していきま
す。
また、現場で考えられる授業展開の中における問題点につ
いて検討を加えていきます。

南條　充寿（教授）
川戸　湧也（助教）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年12月5日 教諭

中学・高等学校
保健体育科教

諭、講道館柔道2
段以上（厳守)

6,500円 10人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503832号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/

仙台大学
【選択】幼児理解に基づいた保育
実践の評価

「幼稚園教育において育みたい資質・能力」や「幼児期の終
わりまでに育って欲しい姿」に触れながら、日頃の保育実践
からどのような評価の観点で幼児を見つめていったらいい
のか、幼児理解に基づいた評価の考え方とは何なのかにつ
いて、考えていく。

佐々木　和（講師）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 令和3年12月11日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和3年7月16日～

令和3年8月6日

令03-
30040-
503833号

0224-55-1307　
(内線： 246)

https://www.sendaidaig
aku.jp/
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東北工業大学
【選択】組込みマイコンによるロ
ボット制御

組込みマイコンとは、各種の機器や機械に組み込まれて、
その制御を行うマイクロコンピュータの総称であり、組込み
マイコンを使用する組込みシステムは現代のユビキタス・モ
バイル情報社会では必須技術である。本講習では、この組
込みマイコンについて解説し、応用例として組込みマイコン
を用いたロボットの制御方法について学ぶ。
令和3年7月5日～令和3年8月3日にオンデマンド型4時間、
令和3年8月4日に同時双方向型1時間を実施し、オンライン
試験1時間を行う。

藤田　豊己（工学部教授） インターネット 6時間
令和3年7月5日～
令和3年8月4日

教諭
高等学校（工業・
情報）教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月20日

令03-
30043-
504287号

022-305-3274
http://www.tohtech.ac.j
p/

東北工業大学 【選択】現代の経営

経営学、会計学、経済学、社会情報学の立場から、5名の教
員がオムニバス形式で授業を行う。高等学校の先生方が教
材研究をされる際に活用できる各分野の最新の研究動向
を、高等学校「商業」、「公民」の学習内容と関連させなが
ら、わかりやすく解説・紹介する。令和3年7月5日～令和3年
8月3日にオンデマンド型4時間、令和3年8月4日に同時双方
向型1時間を実施し、郵送試験1時間を行う。

阿部　敏哉（ライフデザイン学部教授）
亀井　あかね（ライフデザイン学部講師）
川島　和浩（ライフデザイン学部教授）
小祝　慶紀（ライフデザイン学部教授）
佐藤　飛鳥（ライフデザイン学部准教授）
金井　辰郎（ライフデザイン学部教授）

インターネット 6時間
令和3年7月5日～
令和3年8月4日

教諭
高等学校（商業・
公民）教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月20日

令03-
30043-
504288号

022-305-3274
http://www.tohtech.ac.j
p/

東北工業大学 【選択】災害に備えるまちづくり

本講習では、災害発生メカニズムと災害に備えたまちづくり
について考えることとする。まずは、地盤の種類による地盤
災害の発生と対応を工学的な観点から解説する。次に、水
に関わる災害(水害)について河川工学的な視点から解説を
行い、現在の河川管理における課題と対策について考察す
る。また、防災教育等の重要性に鑑み、災害に対する社会
的対処法の必要性を、災害リスクの考え方に焦点をあてて
解説する。
令和3年7月5日～令和3年8月4日にオンデマンド型4時間、
令和3年8月5日に同時双方向型1時間を実施し、パスワード
付きWordファイルによる試験1時間を行う。

権　永哲（工学部准教授）
須藤　敦史（工学部教授）
菅原　景一（工学部助教）

インターネット 6時間
令和3年7月5日～
令和3年8月5日

教諭
高等学校（工業）

教諭向け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月20日

令03-
30043-
504289号

022-305-3274
http://www.tohtech.ac.j
p/

東北工業大学
【選択】これからの住まいと環境
を考える

地球規模の環境問題の解決を図るため、持続可能な社会
が求められており、私たちの最も身近な生活環境である住
まいにおいても、長期的に使用し続けることが重要である。
本講習では、誰もが使いやすいユニバーサルデザイン、健
康を維持するための室内環境調整、地域の気候風土と親和
したクリマデザインといった観点から、これからの住まいと環
境のあり方を考える。
令和3年7月5日～令和3年8月4日にオンデマンド型4時間、
令和3年8月5日に同時双方向型1時間を実施し、オンライン
での口頭試験1時間を行う。

武山　倫（ライフデザイン学部教授）
中島　敏（ライフデザイン学部教授）
高木　理恵（ライフデザイン学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月5日～
令和3年8月5日

教諭

高等学校（工業・
家庭・美術・歴史
地理・理科）教諭

向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月20日

令03-
30043-
504290号

022-305-3274
http://www.tohtech.ac.j
p/

東北工業大学
【選択】映像テクスト教材の活用
と実践

本講習では、人文系科目において映像テクスト（動画・図
像）を教材として活用する場合の実践例を紹介し、教育にお
ける有効性について提示する。具体的には、文学や歴史な
どを教授する際の補助教材として、ドラマやアニメ、漫画な
どといった資料をどのように用いるのか例示し、その学習に
おける方法と効果について解説する。令和3年7月5日～令
和3年8月5日にオンデマンド型4時間、令和3年8月6日に同
時双方向型1時間を実施し、郵送試験1時間を行う。

河内　聡子（総合教育センター講師） インターネット 6時間
令和3年7月5日～
令和3年8月6日

教諭
中学校・高等学
校（国語・歴史）

教諭向け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月20日

令03-
30043-
504291号

022-305-3274
http://www.tohtech.ac.j
p/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

東北生活文化大
学

【選択】消費者教育の情報化 ～
Google Classroomを活用した学
び～

2022 年 4 月以降,成人年齢は 18 歳に引き下げられる。そ
れは,消費者契約をはじめ,合理的かつ適切な意思決定に必
要な社会生活上の智慧(消費者力)がますます重要になるこ
とを意味します。
本講習では,消費者教育×情報教育の視点から「With/Post
コロナ社会を生きていくために知っておくべきこと,暮らしに役
立つこと｣に焦点をあて,ご自身の授業のなかで,ICT(Google 
Classroom)を活用し,消費者教育を実践していくための手法
を体験的に理解することをめざします。

水谷　浩（家政学部家政学科　講師） 宮城県仙台市 6時間 令和3年8月7日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 5人

令和3年4月19日～
令和3年6月4日

令03-
30044-
504276号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】わかりやすい現代美術の
話と実技

美術の枠組みを押し広げてきた作品の事例を紹介し、それ
らの方法論に基づく、実技課題を提示します。事例紹介につ
いては講義形式で行い、講習後にその理解度を筆記試験
にて測ります。実技課題については、自身の作品に関する
コンセプトと他者の作品に関する鑑賞文の作成と提出を求
めます。

瀬戸　典彦（美術学部美術表現学科　教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年8月7日 教諭
中学校・高等学
校教諭（美術）

6,000円 10人
令和3年4月19日～

令和3年6月4日

令03-
30044-
504277号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】折り紙製作と保育実践

保育現場における折り紙製作として、保育実践での折り紙
の活用とその指導方法等について学ぶ。我が国における折
り紙のルーツを辿ると、その始まりの意味や意義が見えてく
る。明治９年に我が国で初となる幼稚園が誕生し、教育に初
めて折り紙が導入された。現在も保育に折り紙を導入してい
る園も多く存在する中、実際の保育現場における折り紙の
具体的な活用と指導方法等について、情報交換を交えなが
ら考察を深め実践していく。

岡崎　善治（生活文化学科　准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和3年4月19日～

令和3年6月4日

令03-
30044-
504278号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】健康な食生活のための食
の情報と栄養

現代は食に関する情報があふれ、健康な食生活を営むため
にはその取捨選択が重要である。ネット、メディアで目にす
る食の情報の判断・付き合い方について講義する。さらに食
品の栄養的特質について様々な観点で考察し、その理解を
深めるために実験を行う。

鈴木　裕行（家政学部家政学科　教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年8月8日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 15人

令和3年4月19日～
令和3年6月4日

令03-
30044-
504279号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】描画材料の基礎

洋画に使用されてきた伝統的な描画材料(支持体を含む)の
歴史や組成について、実際の作例を提示しながら、基礎的
な講義を行います。さらに、テンペラ等の描画材の使用実践
として、小作品の制作を行います。

北折　整（美術学部美術表現学科　教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年8月8日 教諭
中学校・高等学
校教諭（美術教
諭に限定しない）

6,000円 5人
令和3年4月19日～

令和3年6月4日

令03-
30044-
504280号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】保育の歴史からみえてく
る保育の原点とあり方

本講習では140年にわたる保育の歴史や制度等を通して、
我が国における歴史上の優れた保育者らにおける保育の
原点や保育のあり方について学ぶ。初めて保育者として子
どもと向き合ったときの新鮮な気持ちやその後の意識の変
化、現在の心境等を情報交換しながら考察を深め、今後の
保育のあり方について考えていく。

岡崎　善治（生活文化学科　准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和3年8月8日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和3年4月19日～

令和3年6月4日

令03-
30044-
504281号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】音楽指導のためのピアノ
演奏法

学校現場での音楽表現活動及び音楽科授業における，ピア
ノ演奏を通した指導技術向上を目的とする講習です。子ども
のうたや歌唱教材等のピアノ伴奏のための豊かな表現力，
ピアノ独奏作品のより良い演奏技術を身につけることを目指
します。講習では，受講者が準備してきた演奏に対して個
別，グループでの実技指導を行い，ピアノ演奏を通した総合
的な音楽表現力向上をねらいとします。

佐藤　和貴（生活文化学科　講師） 宮城県仙台市 6時間 令和3年8月9日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭（音楽）

6,000円 10人
令和3年4月19日～

令和3年6月4日

令03-
30044-
504282号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北文教大学
【選択】子どもの発達と保育の表
現技術

子どもの発達をあらためて捉え直し、幼児教育について共
に考えていく。発達心理学の立場から子どもの発達を捉え、
子どもの力を引き出すための音楽・体育の教育技術等を講
習する。受講生それぞれの現場経験等も生かし、共に考え
再確認する。

福田　真一（人間科学部准教授）
那須　一彦（東北文教大学短期大学部　子ども
学科教授）
石井　裕明（人間科学部准教授）

山形県山形市 6時間 令和3年6月19日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 80人

令和3年4月21日～
令和3年5月28日

令03-
30054-
504900号

023-688-2717
http://www.t-
bunkyo.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

東北文教大学 【選択】児童文化と子どもの表現

児童文化教材を基にした子どもの表現活動について考え、
絵本などの児童文化教材を捉え直し、現場での実践に即し
た教育活動ができるよう、教材化に向けた講習を行う。受講
生それぞれの現場経験等も生かし、共に考え再確認する。

宮下　通（東北文教大学短期大学部　子ども学
科講師）
川越　ゆり（東北文教大学短期大学部　子ども
学科教授）
横沢　文恵（東北文教大学短期大学部　子ども
学科講師）

山形県山形市 6時間 令和3年6月20日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 80人

令和3年4月21日～
令和3年5月28日

令03-
30054-
504901号

023-688-2717
http://www.t-
bunkyo.ac.jp

東北文教大学 【選択】子どもの遊び

子どもの遊びを発達の視点から捉え直し、子どもの自発的
活動としての遊びやさまざまな体験について考え、子どもの
主体的な活動を促す関わり方、教材化について講習する。
受講生それぞれの現場体験も生かし、共に考え再確認す
る。

奥山　優佳（東北文教大学短期大学部　子ども
学科教授）
阿部　弘生（東北文教大学短期大学部　子ども
学科講師）
佐東　治（東北文教大学短期大学部　子ども学
科学科長、教授）

山形県山形市 6時間 令和3年6月26日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
6,000円 80人

令和3年4月21日～
令和3年5月28日

令03-
30054-
504902号

023-688-2717
http://www.t-
bunkyo.ac.jp

茨城キリスト教大
学

【選択】学校給食を活用した食育
の実践

栄養教諭制度の創設により児童生徒に対する食教育が制
度化され、学校給食の管理とともに、学校給食を活用した食
に関する実践的指導が求められています。本講習では、「学
校給食を活用した食品の機能成分の指導」「こどもの食の現
状と課題－学校の食育－」「学校における栄養管理と疾病
予防－食物アレルギー対応も含めて－」の3テーマについて
の理解を深め、技能を身につけることを目標としています。

石川　祐一（生活科学部教授）
小西　優子（生活科学部准教授）
目黒　周作（生活科学部助教）

茨城県日立市 6時間 令和3年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、中等
教育学校教諭・
養護教諭・栄養

教諭

6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505599号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】幼児・児童に対する英語
教育

幼児や児童に対する英語の教え方に関する理論と指導技
術を、ワークショップを通して実践的に学ぶ講座です。受講
生が言語の習得に関する最新の知見や教材・活動の原理
について理解し、幼稚園、小学校３・４年生の「外国語活動」
と５・６年生の「英語科」の授業づくりに生かせる内容の講義
および演習を提供します。

小野　司寿男（文学部准教授）
沼館　ジェニー（文学部講師）

茨城県日立市 6時間 令和3年8月11日 教諭
幼稚園、小学校

教諭
6,000円 50人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505600号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】中等教育における英語指
導

本講座では中等教育における英語の実践的な指導法を提
案します。英語学や応用言語学の知見を活かした語彙や文
法の学習のあり方、また動機づけの方法を探るとともに、
リーディングのように日本語を使わずに生徒の理解度を確
認することが難しいと思われている授業について、英語だけ
でどのように授業を展開するか、そのテクニックを紹介しま
す。

唐戸　信嘉（文学部准教授）
三輪　健太（文学部講師）
髙橋　教雄（文学部教授）

茨城県日立市 6時間 令和3年8月12日 教諭
中学校、高等学
校、中等教育学
校英語科教諭

6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505601号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】心身のケア理論とそのス
キル

幼児・児童・生徒および教員自身の「心身の健康」を保つた
めの理論とスキルを学びます。本講習では、「こどものメンタ
ルケア」「メンタルヘルスケア」についての最新の知見を理解
するとともに、「ヘルスケアと運動」の実技を通して、心身の
状態を整えるための具体的方法を身につけることを目標とし
ています。健康を保つために、身体面・精神面の双方から学
ぶことは、日常生活での指導や健康教育、栄養教育など
様々な教育活動の基盤として活用できます。

栗原　加代（看護学部教授）
望月　珠美（生活科学部教授）
髙橋　和将（文学部講師）

茨城県日立市 6時間 令和3年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 25人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505602号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】心身のケア理論とそのス
キル

幼児・児童・生徒および教員自身の「心身の健康」を保つた
めの理論とスキルを学びます。本講習では、「こどものメンタ
ルケア」「メンタルヘルスケア」についての最新の知見を理解
するとともに、「ヘルスケアと運動」の実技を通して、心身の
状態を整えるための具体的方法を身につけることを目標とし
ています。健康を保つために、身体面・精神面の双方から学
ぶことは、日常生活での指導や健康教育、栄養教育など
様々な教育活動の基盤として活用できます。

栗原　加代（看護学部教授）
望月　珠美（生活科学部教授）
髙橋　和将（文学部講師）

茨城県日立市 6時間 令和3年8月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 25人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505603号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

茨城キリスト教大
学

【選択】学校における健康管理

幼児・児童・生徒の生理・安全欲求を充足し、学校教育の円
滑な実施に資する健康管理方法について学びます。「ヒヤリ
ハット事例から事故防止を考える」では最新の知見から受講
者自身の体験を構造化し、「はじめての医療的ケア」「こど
も・おとなの救急看護」では体のしくみを復習し、実技を通し
て援助手技を習得することを目標としています。

松永　恵（看護学部教授）
白木　裕子（看護学部准教授）
松澤　明美（看護学部准教授）
原島　利恵（看護学部准教授）
櫻本　秀明（看護学部准教授）
岡本　菜子（看護学部助教）

茨城県日立市 6時間 令和3年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 25人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505604号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】学校における健康管理

幼児・児童・生徒の生理・安全欲求を充足し、学校教育の円
滑な実施に資する健康管理方法について学びます。「ヒヤリ
ハット事例から事故防止を考える」では最新の知見から受講
者自身の体験を構造化し、「はじめての医療的ケア」「こど
も・おとなの救急看護」では体のしくみを復習し、実技を通し
て援助手技を習得することを目標としています。

松永　恵（看護学部教授）
白木　裕子（看護学部准教授）
松澤　明美（看護学部准教授）
原島　利恵（看護学部准教授）
櫻本　秀明（看護学部准教授）
岡本　菜子（看護学部助教）

茨城県日立市 6時間 令和3年8月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 25人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505605号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】幼児教育の理論と実践

発達相談の現場での知見に基づき「幼児のこころの発達」を
解説したうえで、「幼児教育の実践」の中核に位置する「絵
本」「お話」および「音楽表現」について、実技を交えて展開
します。本講習により、幼児の心身の発達を理解し、幼児教
育の理論を踏まえ、育ちを支える実践力を養うことを目標と
しています。

原口　なおみ（文学部教授）
佐藤　真紀（文学部講師）
照山　久美子（文学部兼任講師）

茨城県日立市 6時間 令和3年8月11日 教諭
幼稚園、特別支

援学校教諭
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505606号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】幼児教育の理論と実践

発達相談の現場での知見に基づき「幼児のこころの発達」を
解説したうえで、「幼児教育の実践」の中核に位置する「絵
本」「お話」および「音楽表現」について、実技を交えて展開
します。本講習により、幼児の心身の発達を理解し、幼児教
育の理論を踏まえ、育ちを支える実践力を養うことを目標と
しています。

原口　なおみ（文学部教授）
佐藤　真紀（文学部講師）
照山　久美子（文学部兼任講師）

茨城県日立市 6時間 令和3年8月12日 教諭
幼稚園、特別支

援学校教諭
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505607号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】特別支援教育の現在

「特別支援教育の現状と課題」「発達障害支援と特別支援教
育」「障害児への心理アセスメントの現状」の３つのテーマを
設定して解説します。本講習により、特別支援教育の最新
の知見について理解するとともに特別支援を要する児童・生
徒および保護者への理解と対応を学ぶことを目標としてい
ます。

椎木　久夫（文学部教授）
斎藤　遼太郎（文学部講師）
三橋　翔太（文学部助教）

茨城県日立市 6時間 令和3年8月11日
教諭

養護教
諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、中等
教育学校、特別
支援学校教諭・

養護教諭

6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505608号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】特別支援教育の現在

「特別支援教育の現状と課題」「発達障害支援と特別支援教
育」「障害児への心理アセスメントの現状」の３つのテーマを
設定して解説します。本講習により、特別支援教育の最新
の知見について理解するとともに特別支援を要する児童・生
徒および保護者への理解と対応を学ぶことを目標としてい
ます。

椎木　久夫（文学部教授）
斎藤　遼太郎（文学部講師）
三橋　翔太（文学部助教）

茨城県日立市 6時間 令和3年8月12日
教諭

養護教
諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、中等
教育学校、特別
支援学校教諭・

養護教諭

6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505609号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】児童・生徒の生きる力を
育む教育活動の現在

社会的変化が人間の予測を超えて進展する今日において、
児童・生徒の心を育み、各個人の能力を伸ばしつつ、社会
において自立的に生きる基礎を育むことが急務となっていま
す。本講座では、道徳教育、児童・生徒指導、プログラミング
教育の３領域に注目し、それぞれの基礎・基本とされる事柄
を再確認するとともに、近年の種々のトピックをふまえながら
各領域の新たな動向について解説します。

鈴木　範子（文学部准教授）
佐々木　隆宏（文学部講師）
石崎　成人（文学部兼任講師）

茨城県日立市 6時間 令和3年8月12日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、中等
教育学校教諭

6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505610号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】児童・生徒の生きる力を
育む教育活動の現在

社会的変化が人間の予測を超えて進展する今日において、
児童・生徒の心を育み、各個人の能力を伸ばしつつ、社会
において自立的に生きる基礎を育むことが急務となっていま
す。本講座では、道徳教育、児童・生徒指導、プログラミング
教育の３領域に注目し、それぞれの基礎・基本とされる事柄
を再確認するとともに、近年の種々のトピックをふまえながら
各領域の新たな動向について解説します。

鈴木　範子（文学部准教授）
佐々木　隆宏（文学部講師）
石崎　成人（文学部兼任講師）

茨城県日立市 6時間 令和3年9月25日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、中等
教育学校教諭

6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505611号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

茨城キリスト教大
学

【選択】身近な自然を活用した理
科教育

「圃場における効率的な作物栽培の実践」、「昆虫の多様性
と生態調査」、「身近な放射能・放射線と生物への影響」の3
つのテーマを設定して解説します。身近な生物の生態や生
物多様性、生物と環境との関わりについて理解するととも
に、幼児・児童・生徒の自然体験や理科教育について具体
的な指導の一助となるような講習を提供します。

穂積　訓（文学部准教授）
桑原　隆明（生活科学部講師）

茨城県日立市 6時間 令和3年8月12日 教諭
幼稚園、小学校、
中学校、義務教

育学校教諭
6,000円 50人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505612号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】身近な自然を活用した理
科教育

「圃場における効率的な作物栽培の実践」、「昆虫の多様性
と生態調査」、「身近な放射能・放射線と生物への影響」の3
つのテーマを設定して解説します。身近な生物の生態や生
物多様性、生物と環境との関わりについて理解するととも
に、幼児・児童・生徒の自然体験や理科教育について具体
的な指導の一助となるような講習を提供します。

穂積　訓（文学部准教授）
桑原　隆明（生活科学部講師）

茨城県日立市 6時間 令和3年9月25日 教諭
幼稚園、小学校、
中学校、義務教

育学校教諭
6,000円 50人

令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505613号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

茨城キリスト教大
学

【選択】人類の課題と教育の展望

人類共通の課題と考えられるさまざまな問題のうち、「リー
ダーシップとフォロアーシップ」「人権（カウンセリングからみ
た人権）」「睡眠（子どもの睡眠と教育）」の３つのテーマに焦
点をあてて解説し、これからの教育に何ができるかについて
考えます。本講習を通して、いずれの教員にも共通して求め
られる、幼児・児童・生徒に対する指導上必要な人類の課題
に関する最新の知見について理解することを目標としていま
す。

富樫　ひとみ（生活科学部教授）
渡邉　孝憲（生活科学部教授）
清水　悦子（文学部助教）

茨城県日立市 6時間 令和3年9月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 150人
令和3年5月10日～
令和3年5月21日

令03-
30060-
505614号

0294-52-3215 https://www.icc.ac.jp/

白鴎大学
【選択】ICTを活用した英語授業
の改善　－授業の負担軽減と教
材作成

英語教育の様々な場面におけるＩＣＴ活用法の検討と実践を
目的とする。具体的には、まず、授業準備から授業実践、そ
して授業後と場面を分け、それぞれの活用方法を検討す
る。その後、パワーポイントによる教材作成や答案採点処理
用ソフトウェアに対応した試験問題と答案用紙の作成、そし
て、これらの実践を踏まえ、教育現場でのさらなる活用法に
ついて議論を深める。主な受講対象者は、小・中(英語)・高
(英語)教諭。開講形態はオンデマンド型。

奥山　慶洋（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭
小・中（英語）・高

（英語）教諭
6,100円 100人

令和3年5月8日～
令和3年5月19日

(備考　5/8～12は卒業
生先行募集期間、5/15
～19は一般募集期間)

令03-
30072-
505431号

0285-22-9891　
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】小・中・高　教員のための
役に立つ心理学

4名の教員が学校教育に役立つ心理学の知識を紹介する。
【教員の深層心理】強い使命感と倫理観を有する教員が自
らの無意識と向き合うことの有用性について。【怒りとうまく
つきあう方法】怒り感情の解説と２つの制御法（筆記開示と
マインドフルネス）の紹介。【子どもと環境】学校の規模や風
土に関する研究事例と、子どもからみた学校を描いた「認知
地図」の紹介。【メディアとの賢い付き合い方】メディアの特
徴・効果について、社会心理学の知見の紹介。主な受講対
象者は、小・中・高等学校教諭。開講形態はオンデマンド
型。

伊東　孝郎（教育学部教授）
平田　乃美（教育学部教授）
玉宮　義之（教育学部准教授）
湯川　進太郎（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8月31日

教諭
養護教

諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

6,100円 150人

令和3年5月8日～
令和3年5月19日

(備考　5/8～12は卒業
生先行募集期間、5/15
～19は一般募集期間)

令03-
30072-
505432号

0285-22-9891　
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】AI・ビッグデータ時代の教
育

情報学と統計学の分野で新潮流が起こっています。教育に
どう活かしていくかと同時に、問題点についての議論も必要
です。教育の内容と方法という観点から次の４つを解説しま
す。ICT活用の本質、情報化の光と影、情報学と統計学の新
潮流、教育評価について。開講形態はオンデマンド型。

黒澤　和人（経営学部教授） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,100円 200人

令和3年5月8日～
令和3年5月19日

(備考　5/8～12は卒業
生先行募集期間、5/15
～19は一般募集期間)

令03-
30072-
505433号

0285-22-9891　
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学 【選択】デジタル教材の開発

時には教員自らがデジタル教材を手作りして児童生徒に提
示することも教育効果を高める一つの方法と考える。そこ
で、身近なオフィスアプリケーションを利用してデジタル教材
を気軽に作る方法を紹介する。開講形態はオンデマンド型。

黒澤　和人（経営学部教授） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,100円 100人

令和3年5月8日～
令和3年5月19日

(備考　5/8～12は卒業
生先行募集期間、5/15
～19は一般募集期間)

令03-
30072-
505434号

0285-22-9891　
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

白鴎大学 【選択】発達障害幼児の集団作り

就学前の幼児集団が子どもたち自身にとって、過ごし易く、
楽しい生活や学びの場であるためには、指導者・支援者側
が発達障害の特性を有する様々な幼児の存在を想定・意識
して集団作りに取り組んでいくことが求められている。本講
習では、発達障害幼児が含まれるクラス等の一定のまとま
りにおける集団作りの具体について検討していく。主な受講
対象者は、幼稚園教諭。開講形態はオンデマンド型。

伊勢　正明（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8月31日

教諭 幼稚園教諭 6,100円 100人

令和3年5月8日～
令和3年5月19日

(備考　5/8～12は卒業
生先行募集期間、5/15
～19は一般募集期間)

令03-
30072-
505435号

0285-22-9891　
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】幼児児童生徒の発達課
題と発達特性に対する対応

発達障害の診断の有無にかかわらず、遊びや生活を通じた
学びに困難を抱えている幼児や学習活動に困難を抱えてい
る小学校以上の児童生徒の問題を環境や周囲からの要求
に対する不適応という視点から捉え直し、発達特性に応じた
指導方法のあり方や発達課題に対する支援の方法につい
て考える。開講形態はオンデマンド型。

伊勢　正明（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8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,100円 150人

令和3年5月8日～
令和3年5月19日

(備考　5/8～12は卒業
生先行募集期間、5/15
～19は一般募集期間)

令03-
30072-
505436号

0285-22-9891　
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学 【選択】法と現代社会

本講習では、現代に生きる私たちが「法」とどのように関わっ
ているかについて、具体的な事例を取り上げながら考える。
憲法と学問・教育や、未成年者を保護する民法上の制度、
犯罪の被害や加害をとりまく諸問題（とくに児童虐待問題に
焦点を当てる）について解説する。開講形態はオンデマンド
型。

平山　真理（法学部教授）
田中　嘉彦（法学部教授）
矢島　秀和（法学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,100円 100人

令和3年5月8日～
令和3年5月19日

(備考　5/8～12は卒業
生先行募集期間、5/15
～19は一般募集期間)

令03-
30072-
505437号

0285-22-9891　
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】Society5.0時代に対応し
た算数・数学教育

新学習指導要領の内容をもとに，教室での授業研究，教材
研究の方法について解説する。
また，Soiety5.0の到来に向けて，EdTech・AI・STEAM教育な
ど，これからの算数・数学教育の潮流について解説する。
主な受講者は、幼・小学校教諭。開講形態はオンデマンド
型。

後藤　学（教育学部准教授） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月31日

教諭 幼・小学校教諭 6,100円 120人

令和3年5月8日～
令和3年5月19日

(備考　5/8～12は卒業
生先行募集期間、5/15
～19は一般募集期間)

令03-
30072-
505438号

0285-22-9891　
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

白鴎大学
【選択】体育科・保健体育科カリ
キュラムと学習集団づくり

体育科の教科内容、つまり児童生徒に教える内容は何かと
いう問いに対してクルムは「運動技術」「認識・知識」「社会的
学習」の3つを挙げており、それらは「運動の楽しさ」に包含さ
れているとしている。体育科は人とかかわりながら学ぶ教科
であり、社会的学習の一つである人間関係構築とも言える。
体育科と学習集団づくりについて、研究の動向や授業実践
をベースに講義を進めていく。主な受講対象は、小・中学校
（保健体育）教諭。開講形態はオンデマンド型。

内田　雄三（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8月31日

教諭
小・中学校（保健

体育）教諭
6,100円 150人

令和3年5月8日～
令和3年5月19日

(備考　5/8～12は卒業
生先行募集期間、5/15
～19は一般募集期間)

令03-
30072-
505439号

0285-22-9891　
(内線： 550)

http://hakuoh.jp/

群馬医療福祉大
学

【選択】幼児教育・保育の課題と
展望

幼児教育や保育の質の向上を目指し、幼児期の発達段階
や遊びと学びの関係について理解を深める。また、日本の
幼児教育や保育の現状と課題、及び幼保小の連携等につ
いて学び、家庭での子育て支援にも資する。

田中　輝幸（社会福祉学部准教授）
吉澤　幸（社会福祉学部助教）

群馬県前橋市 6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・特別
支援学校教諭・

養護教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
30077-
503891号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】福祉現場での体験学習－
福祉・介護の基礎知識と施設体
験－

総合的な学習の時間などで、児童・生徒が社会福祉施設で
の体験学習を実施する際に必要となる、利用者への対人援
助の基本である知識・技術を習得し、介護や福祉の理論や
実践指導のポイント等について学ぶ。

白井　幸久（短期大学部教授）
矢嶋　栄司（短期大学部助教）
辻　志帆（短期大学部講師）

群馬県前橋市 6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭・

養護教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
30077-
503892号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】特別支援教育の視点によ
る児童生徒への適切な支援を考
える　教育の視点－教育方法の
アプローチ－

「インクルーシブ教育システム」の構築の重要性が謳われて
いる。福祉・教育の両面から多職種連携も含め、教師の指
導力と学校の支援体制について習得する。

江原　京子（社会福祉学部教授）
川端　奈津子（社会福祉学部助教）

群馬県前橋市 6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学
校教諭・特別支
援学校教諭・養

護教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
30077-
503893号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

群馬医療福祉大
学

【選択】運動による障害予防－理
学療法の観点から－

ラジオ体操を教材とし、心拍数の変化・うつ病予防・身体の
動き等との関連を通じて運動器検診の実際について理解を
深める。また、幼児期から成人に至るまでの体力･運動能力
の向上と並行して、スポーツ外傷の発生とその対応につい
て学ぶ。

柴　ひとみ（リハビリテーション学部准教授）
新谷　益巳（リハビリテーション学部助教）

群馬県前橋市 6時間 令和3年8月23日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学
校教諭・特別支
援学校教諭・養

護教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
30077-
503894号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】子どもの育ちと領域「環
境」

　ICT化・情報化が進む現在、「子どもの育ちになぜ自然体
験が必要なのか、なぜ伝統的な遊びに親しむ必要があるの
か」を子どもを取り巻く現状と新たな課題から明らかにし、幼
稚園教育要領における「環境」の指導法の在り方について
考える。
　具体的には、身近な自然を題材に楽しめるネイチャーゲー
ムや伝統的な遊びとしてのわらべうたの魅力について演習
形式で学び、それらを幼児教育に取り入れる意義を理解す
る。

塚越　亜希子（社会福祉学部講師） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月23日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
30077-
503895号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】プログラミング的思考を身
につけよう

　新学習指導要領では小学校で「プログラミング的思考」を
教えることが必修化されました。それに対応して、プログラミ
ング必修化に至った背景やプログラミング的思考とは何かと
いう解説、具体的な指導事例の紹介を行います。またノート
パソコンを持参いただき、「スクラッチ」を使った実習を通し
て、中学校教諭や高等学校教諭であっても役立つ内容と
し、プログラミング的思考を身につけることを目指します。

藤本　壱（社会福祉学部教授） 群馬県前橋市 6時間 令和3年8月23日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭・

養護教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
30077-
503896号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】作業療法の視点から見た
子ども理解と支援のあり方につ
いて－感覚統合とシーティング－

感覚の特徴とその問題、及び学習との関係について学ぶ。
また、学習において、良い姿勢の意義や不良な座位姿勢の
弊害について考える。

古田　常人（リハビリテーション学部教授）
宮寺　亮輔（リハビリテーション学部講師）

群馬県前橋市 6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学
校教諭・特別支
援学校教諭・養

護教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
30077-
503897号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】子どもの表現力を育む指
導の工夫

生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を
育成する指導の工夫について、造形遊びの実技を通して考
える。また、ダンスを通して他者との共感力を高め、コミュニ
ケーション力および自己の開放手段等、生きる力を養う指導
の内容と構成について模索する。

関根　和子（社会福祉学部講師）
高橋　美穂子（群馬大学　教育学部 非常勤講
師）

群馬県前橋市 6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・特別
支援学校教諭・

養護教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
30077-
503898号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

群馬医療福祉大
学

【選択】子どもに関わる現代社会
の課題

発達障害や児童虐待等の教育に関わる現代的課題につい
て考え、学校における対応や家庭、児童福祉機関と学校と
の関わり方、地域との連携等について学ぶ。

榊原　清（リハビリテーション学部講師）
植原　美智子（社会福祉学部講師）

群馬県前橋市 6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学
校教諭・特別支
援学校教諭・養

護教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
30077-
503899号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp/university
/

高崎健康福祉大
学

【選択】学校における健康教育－
がん教育と高齢者体験を中心に

近年の日本においては「2人に1人ががんにかかる」時代で
あり、新学習指導要領には、健康教育の一環としてがん教
育が位置付けられた。また、「2025年には日本の人口の3人
に1人は高齢者となる」と指摘されており、生涯にわたってそ
の人らしく生き生きと過ごすために「健康寿命の延伸」の必
要性が叫ばれている。そこで「がん」と「高齢者」についての
正しい知識や、一次予防の必要性を理解するとともに、学校
における健康教育の進め方について受講生と共に考える。

神田　清子（保健医療学部看護学科　教授）
梅原　里実（保健医療学部看護学科　准教授）
青栁　千春（保健医療学部看護学科　准教授）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月17日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503236号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp
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対象職

種
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高崎健康福祉大
学

【選択】障害のある子どもの理解
と支援

最初に、障害・バリア・合理的配慮等について説明する。次
に、障害のある子どもを理解するために大切な視点につい
て、実際の子どもの映像やエピソードを使って説明する。続
けて、発達障害をはじめとする各種障害のある子どもに対
する援助の実際を、映像や教材やエピソードを通して紹介
する。また、手話・指文字や各種コミュニケーション手段の紹
介もする。全体を通して、保育・教育現場の事例を多く含
み、具体的・実践的な内容となっている。

小竹　利夫（人間発達学部子ども教育学科　教
授）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月17日 教諭
幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503237号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】保育における音環境－子
どもの豊かな感性や表現力を育
むために

本講習では、日常の保育のなかでは忘れられがちな音環境
に焦点をあてる。
「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通し
て、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする」
という領域「表現」の基本的な考え方を踏まえ、子どもの豊
かな感性や表現力を育むための音環境について、講義およ
び演習を通して学ぶ。

岡本　拡子（人間発達学部子ども教育学科　教
授）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月17日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503238号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】漢字学習・書写学習とア
クティブ・ラーニング

パソコンやスマートフォンによる文字使用の実態等を整理し
たうえで、文字の学習や手で書くこと等について、漢字学
習・書写学習の視点から改めて考える。講習の一部では、
教材や指導法などを紹介するとともに、それらを実際に作成
したり体験したりする時間を設定する予定である。

菅野　陽太郎（人間発達学部子ども教育学科　
助教）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月17日 教諭
小・中学校（国

語）教諭
6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503239号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】教育における農業そして
作物栽培の魅力とその活用

本講習では、農業を中心に教材研究を行い農業そして農作
物の教材としての魅力について解説する。
具体的には
１．農業および作物栽培に関する基礎知識の解説
２．先進的農業技術の解説と大学農場の見学
３．実践演習
４．農業の教育への活用のディスカッション
を、グループワークを取り入れながら実施予定。

岡部　繭子（農学部生物生産学科　准教授）
石神　靖弘（農学部生物生産学科　准教授）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼・小・中・高等
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503240号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】学校・園が直面している
喫緊の教育課題の対応を考える

近年の学校・園が直面している教育課題に子どもの安心・
安全を確保することが挙げられている。子ども一人ひとりが
安心して過ごせる環境づくりは、すべての学校・園の最優先
すべき課題である。学校・園における日常的、あるいは事故
発生時の教師の役割や組織的な危機管理はいかにあるべ
きかを、生活・防災安全、クレーム対応、さらにはいじめ問題
等への対応を通して実践的に考えていく。講習では演習や
グループワーク、ロールプレイの体験活動も取り入れてい
く。

平林　茂（教職支援センター　教職指導主事） 群馬県高崎市 6時間 令和3年8月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503241号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】生活に役立つ医療福祉工
学

新型コロナウィルス感染対策としてオンライン診療、オンライ
ン服薬指導が世の中に普及しつつある。また、2025年の地
域包括ケアシステムを実現するためにはICT(Information 
and Communication technology)を用いた在宅見守りが必要
と考えられている。
本講習では遠隔医療、ICTによる在宅見守り、並びに生活
援助工学の講義を通じて、今後学校で必須とされるICT教育
が生活に密着したものであることを学び、児童・生徒への興
味を引く教科指導を行うことができる。受講にあたって工学
と数学の知識は必要なく、幅広い対象者の受講を希望す
る。

鈴木　亮二（健康福祉学部医療情報学科　講
師）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月18日
教諭

養護教
諭

小・中・高・特別
支援学校教諭、

養護教諭
6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503242号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

285 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高崎健康福祉大
学

【選択】コロナ禍で生かす学校現
場のスポーツ食育

新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、わたしたちの
環境は、大きく変化している。身体活動量は減少傾向にあ
り、消費に見合わない食生活、ストレスの増加など、大人に
限らず子どもの健康が危ぶまれる環境条件がますます増加
している。そこで本講習では、コロナ禍での問題点を整理し
ながら、食事と運動の基本を理解し、おやつのエネルギー
量と運動のエネルギー量の算出、身体組成測定などの体験
を通して、コロナ禍の学校現場での教育実践に役立たせる
方法を提案する。

木村　典代（健康福祉学部健康栄養学科　教
授）
大家　千枝子（健康福祉学部健康栄養学科　准
教授）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503243号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】生命科学；最新の研究成
果からヒトの脳の仕組みや疾患
を学ぶ

生命科学の領域は、新しい知見や技術が日々集積されてい
る。本講習は、①近年の革新的技術を駆使した記憶・学習
のメカニズムの解明および脳神経疾患の理解、②教育現場
で関心が高いと思われる言語機能についての家族性失語
症の研究成果、③脳科学から考える効果的な勉強方法を題
材に取り上げる。できるだけ平易な言葉で最新の研究成果
と正しい知識を説明し、生命科学についての理解を深める。

中道　範隆（薬学部薬学科　教授）
福地　守（薬学部薬学科　教授）
今井　純（薬学部薬学科　准教授）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503244号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】慢性疾病を抱える子ども
の理解と医療・教育との連携

慢性疾患を抱える子どもと家族を全人的側面から統合的、
学術的に理解し、そのような子どもと家族への支援のあり方
と望ましい医療－教育の連携について考える。
1.慢性疾患のある子どもの理解～アレルギー疾患と1型糖
尿病を中心に（緊急時の対応含む）
2.院内学級教師の実際
3.疾病のある子どもと家族を支える医療と教育の連携-課題
とその方策
グループディスカッションも一部取り入れる。

桑原　敦志（保健医療学部看護学科　教授）
青栁　千春（保健医療学部看護学科　准教授）
星野　美穂（保健医療学部看護学科　講師）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503245号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】英語を楽しむアクティヴィ
ティ：子どもとともにつくる授業

2020年度より始まった小学校での英語教科化に対して様々
な対応が求められる中、本講習では、どのように子どもたち
の発達に応じた英語の力を養っていけるのかを、具体的な
アクティヴィティを取り入れながら学ぶ。他の教科での学びと
の繋がりも意識しながら、子どものコミュニケーション能力を
養っていくには、どのような方策があるだろうか。従来の
ゲーム型ではない、深い学びを子どもが得るためにはどの
ようなアクティヴィティが可能だろうか。CLIL等の理論も紹介
しながら、活動を中心に子どもの発達に応じた、早期英語教
育のありかたを考える。

松田　幸子（人間発達学部子ども教育学科　准
教授）
Clause　Stacy（人間発達学部子ども教育学科　
講師）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月18日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503246号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】保育における子どもの変
容：発達と生成

幼稚園における教育の目的は、子どもの心身の発達を助長
することと理解されている。しかし、日々の幼稚園での活動
には、様々な体験や経験が含まれている。それらはときに、
発達という言葉では回収しきれない。子どもたちの日常的な
体験・経験を教師はどのように捉える必要があるのだろう
か。発達と生成をキーワードに考察していく。なお、講義と事
例の考察、グループディスカッションを交えながら進める予
定である。

富田　純喜（人間発達学部子ども教育学科　講
師）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503247号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】子どもの貧困問題を理解
する－子どもと社会に向き合う－

7～8人に1人の割合で子どもが貧困状態にあると報告され
ている。それは子どもたちが育つ世帯に起きている貧困問
題といえる。非正規労働、女性の貧困、子どもの貧困など、
これまであまり考えられていなかった新しい問題として理解
する。なお、主な講義項目は下記とし、グループディスカッ
ションなどを取り入れることもある。
1．子どもと貧困の戦後史
2．子どもの貧困をとらえる視点
3．子どもの貧困を解決するために

石坂　公俊（健康福祉学部社会福祉学科　准教
授）
大川　健次郎（健康福祉学部社会福祉学科　講
師）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503248号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高崎健康福祉大
学

【選択】味覚教育と生きた教材と
しての給食活用

『食事』は生涯にわたって健全な心身を養い、豊かな人間性
を育むために重要である。本講座では、味覚教育と給食の
活用について学び、充実した食教育の実践を目指す。
１）味覚教育は、五感を使い食べ物と向き合うことにより、
「自分で感じて考える力」、「感じて判断する力」、「表現とし
て人と分かち合う力」を育むものである。体験型学習を通
じ、「味覚教育」による食育の可能性を探る。
２）給食は成長・発達を支えるとともに、食教材ともなり得る
ものである。教育の現場での給食の意義と教材としての活
用方法について理解を深める。

綾部　園子（健康福祉学部健康栄養学科　教
授）
髙梨　美穂（健康福祉学部健康栄養学科　講
師）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503249号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】成長期の障害を予防する
ための知識と実践

幼少期から、自分の体に注意を向けて、自己管理する能力
は、学習を円滑に進めるうえでも大変重要である。近年、姿
勢不良、運動不足、過剰な運動により、骨・関節系疾患や糖
尿病などの内科疾患を引き起こすことが知られている。成
長・発達期に関わる大人が、きちんとした知識をもち、正しい
指導を教育の現場で行っていくことができれば、多くの成長
期の障害が予防できる。
本講習は、姿勢が人体に及ぼす影響、肥満児に対する対
応、スポーツ障害予防などについて、基礎知識を身につけ、
評価・指導できる能力を養う。

吉田　剛（保健医療学部理学療法学科　教授）
篠原　智行（保健医療学部理学療法学科　准教
授）
中川　和昌（保健医療学部理学療法学科　准教
授）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503250号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】「主体的・対話的で深い学
び」を実現する観察・実験の指導

学習指導要領の改訂に伴い、児童・生徒の学び方に関して
授業の改善が求められている。今までの観察・実験がどの
ように改善されれば、「主体的・対話的で深い学び」になるの
か？小学校、中学校、高等学校の理科の観察・実験を行
い、受講者全員で検討していく予定である。また、様々な校
種の受講者の交流を図りながら、小学校から高等学校まで
の一貫した科学教育の在り方も議論していく。

片山　豪（人間発達学部子ども教育学科　教
授）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月19日 教諭
小・中・高等学校

（理科）教諭
6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503251号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】配慮が必要な子どもの保
育と保護者支援

配慮が必要な子どもを含む保育現場の実態を踏まえ、ソー
シャルワークの視点を取り入れながら園内連携・保護者支
援・幼小接続の課題とあり方について考察する。
1.【実態把握】配慮が必要な子どもがいる保育・教育現場の
ある風景
2.【事例検討】子ども・保護者に対する園・学校・他機関の取
組みと課題
3.【方法理解】ソーシャルワークの視点から紐解く子ども・保
護者支援のあり方
グループディスカッションも一部取り入れる予定。

野田　敦史（人間発達学部子ども教育学科　准
教授）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

幼・小・特別支援
学校教諭、養護

教諭
6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503252号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

高崎健康福祉大
学

【選択】幼児の発達と身体・言葉
の表現活動

子どもの身体、言葉の発達を踏まえ，保育現場における身
体や言葉を使った表現活動について考える。また、実際の
演習を通して、実践力を高める。
1．様々な発達理論から、子どもの発達について理解を深め
る。
2．実際に表現活動を行う中で、子どもにとっての表現の意
味を理解する。
3．子どもの表現活動における指導について理解する。

今井　邦枝（人間発達学部子ども教育学科　准
教授）
山西　加織（人間発達学部子ども教育学科　准
教授）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月19日 教諭
幼・特別支援学

校教諭
6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503253号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高崎健康福祉大
学

【選択】算数・数学科における「主
体的・対話的で深い学び」に向け
た授業改善

新学習指導要領の授業改善の指針「主体的・対話的で深い
学び」の特に、主体的学びについて取り上げる。主体的な学
びとは、児童生徒がどのような状態だと考えるのか。また、
指導者はどのような立場で児童生徒とかかわっていけばよ
いのかを算数・数学科の授業をもとに考察していく。同時
に、新学習指導要領のもとで始められた「主体的・対話的で
深い学びの実現に向けた授業改善」における疑問や困難に
ついて参加者と話し合う。

大橋　博（人間発達学部子ども教育学科　講
師）

群馬県高崎市 6時間 令和3年8月19日 教諭
小・中（数学）・特
別支援学校教諭

6,000円 20人

令和3年4月26日～
令和3年5月11日

(備考　4月26日～4月
29日は卒業生先行募

集期間、一般募集期間
は5月5日～5月11日)

令03-
30080-
503254号

027-352-0080
https://www.takasaki-
u.ac.jp

十文字学園女子
大学

【選択】保育と表現〜子どもの造
形を手がかりに〜

本講習では、「保育と表現・子どもの造形を手がかりに」を
テーマに講義及び実技を行う。午前には、子どもの生活や
遊びとの関連から、造形・表現についての理解を深めるとと
もに，実技を通して具体的な保育者の関わり方について考
える。午後には、実践例の紹介を元に子どもの感覚や表現
について学び、身近な素材を用いた実技とグループディス
カッションを通して保育者としての寄り添い方や環境設定に
ついて探求する。

名達　英詔（教育人文学部幼児教育学科教授）
水島　ゆめ（教育人文学部幼児教育学科講師）

埼玉県新座市 6時間 令和3年8月10日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 24人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503696号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】小学校教員実力養成講
座〔Ａ〕社会・外国語活動／外国
語

社会科において主体的・対話的で深い学びを実現した姿を
評価するために、児童生徒が作成したレポート等を評価す
る方法の紹介及び演習を行う。
外国語活動及び外国語における指導について、課題を共有
し、その解決策を探るとともに、アクティビティを通した演習
から体験的に英語によるコミュニケーション能力を育成する
方策を学ぶ。

三藤　あさみ（教育人文学部児童教育学科准教
授）
松岡　敬明（教育人文学部児童教育学科教授）

埼玉県新座市 6時間 令和3年8月10日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503697号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】インクルーシブ教育システ
ムの理解と発達に障害のある子
どもへの支援

学習指導要領・教育要領の改訂等を踏まえたインクルーシ
ブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進の在
り方について考える。また、個別の指導計画の作成や関係
機関の連携による個別の教育支援計画の作成・活用の方
法について学ぶ。
発達に障害のある子どもの障害の特性を理解し、通常の学
校における校内体制の整備や支援の取り組み、学級におけ
る指導の方法や教材の工夫等について理解を深める。

細谷　忠司（教育人文学部児童教育学科教授）
岡本　明博（教育人文学部児童教育学科教授）

埼玉県新座市 6時間 令和3年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 70人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503698号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】児童生徒の身体発育を見
守る重要性

子どもの成長発達につまずきが生じた場合、それは子ども
の将来に影響を及ぼすことにつながる。発育の中で、身長
体重の体格には個人差があるが、それが健やかな発育で
あるのかを判断することが重要となる。本講座では、児童生
徒の発育を見守る重要性や成長曲線の活用法、チェックの
ポイント等についての知識を深める。また、健全な成長発育
を支えていくために、子どもたちの食生活を含めた健康に関
わる教育について、事例を通して考える。

加藤　則子（教育人文学部幼児教育学科教授）
布施　晴美（教育人文学部心理学科教授）

埼玉県新座市 6時間 令和3年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503699号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

十文字学園女子
大学

【選択】教師のアクティブ・ラー
ナー化入門―子どもたちを自律
的学習者に育てるための準備講
座―

「子どもたちを自律的学習者に育てる」ためには、まず教師
自身がアクティブ・ラーナーとして実践すべきだろう。本講習
では、「なぜアクティブ・ラーナーになる必要があるのか」とい
う問いから、これからの教師の〝在り方″について対話し、
参加者が改めて考える学びの場づくりを目指す。前半は、
フィンランドの学習指導要領に明記されている「Transversal 
Competences」、自己調整学習、インストラクショナルデザイ
ン、「対話」「探究型学習」ついての研究動向をレビューし、
午後からは、ワークショップデザインについて体験を通して
学ぶ。

松永　修一（教育人文学部文芸文化学科教授） 埼玉県新座市 6時間 令和3年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503700号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】幼児期の発達と保育者の
役割

本講座では、幼児期の子どもの発達を踏まえ、この時期の
育ちを支える保育者の役割について具体的に考える。前半
は、幼児教育の基本である「環境を通して行う」について、
望ましい保育の環境および保育者の援助の視点から捉え
る。後半は、幼児の発達特性や幼稚園の実態を捉えた上で
の安全教育の在り方について考える。また、保護者トラブル
も危機管理の１つとして含めて検討していく。

桶田　ゆかり（教育人文学部幼児教育学科教
授）
曽野　麻紀（教育人文学部幼児教育学科准教
授）

埼玉県新座市 6時間 令和3年8月11日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503701号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】小学校教員実力養成講
座〔B〕算数

「何のために算数を学ぶのか」という本質的なところについ
て再考する。平成２９年度に告示された学習指導要領の内
容を中心に、算数科教育に関する最新の情報について具体
的な実践例を示しながら解説する。特に、数学的に考える
資質・能力を育てる授業改善に焦点をあてる。また、ICT機
器の活用についても紹介する。
随時演習を取り入れ、子どもたち一人一人が意欲的に学べ
る算数学習の在り方について考える。途中、日々の授業の
疑問点や課題点について取り上げる。小学校を中心に進め
るが、小・中の系統性についてもふれる。

日出間　均（教育人文学部児童教育学科教授） 埼玉県新座市 6時間 令和3年8月11日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503702号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】小学校教員実力養成講
座〔C〕音楽表現・体育

音楽づくりをテーマに、声や打楽器等を用いて即興的な表
現から音楽へと構成する活動を実際に経験し、児童と共に
「音楽をつくる」姿勢を大切にした指導法への考察を深め
る。　
「新学習指導要領に即した体育の授業づくり」 縄跳び運動
や器械運動など小学校の運動教材を中心に、スモールス
テップや身近な教具を活用した指導の手順とポイントを紹介
する。また、ボール運動領域「プレルボール」や「ティー・ボー
ル」を体験するなど、実践を通して新しい小学校体育授業の
指導法について学ぶ。

久保田　葉子（教育人文学部児童教育学科准
教授）
山本　悟（教育人文学部児童教育学科教授）

埼玉県新座市 6時間 令和3年8月11日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503703号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】学校図書館を活かした学
びづくり

学習指導要領では、児童・生徒の主体的な学習活動を推進
するうえで学校図書館の活用を指摘している。本講習では、
公立図書館も含めた図書館の魅力を共有したうえで、探究
学習を中心とした学校図書館の活用事例も紹介し、学校の
教育実践を豊かにする学校図書館の役割・機能を受講生と
共に考える。とりわけ司書教諭との協働をはじめ、学校図書
館を活かした授業科目の展開事例を交えながら「学校図書
館を活かした学びづくり」をシンポジウム形式にて議論し、授
業実践や教育活動における学校図書館の具体的な活用方
法について受講者とともに意見交換する。そして受講者同
士にて今後の学校図書館のあるべき姿の検討に結びつけ
る。

石川　隆史（教育人文学部文芸文化学科准教
授）

埼玉県新座市 6時間 令和3年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 20人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503704号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

十文字学園女子
大学

【選択】ＩＣＴを活用した教材づくり
（初級）

教科・校種を問わないＩＣＴを活用した授業や会議・保護者会
等での説明の機会では、ICT やデジタル教材・資料の作成
の技術が必要とされている。本講習では、パソコン初級者を
対象に、パワーポイントを利用した提示型教材やフラッシュ
カード型教材の作成演習をおこなう。教材作成演習を通し
て、ICTを活用した授業実践に必要な理論と教材・資料作成
技法を習得することを目的とする。作成演習では、各自の
テーマに沿った教材・資料を作成するので、教材・資料のア
イディアを考えてくること。

安達　一寿（社会情報デザイン学部社会情報デ
ザイン学科教授）
金　俊次（Bellevue Children's Academy　教諭）
金　隆子（Bellevue Children's Academy　教諭）

埼玉県新座市 6時間 令和3年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503705号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】乳幼児期の発達

子ども自らの考える力や主体性を育てるために、乳幼児期
の子どもの発達をふまえてどのような幼児教育を行う必要
があるかということを学ぶ。子どもの心身の発達のなかで
も、特にことばと思考の発達過程と保育者の援助のあり方
についての知識を深める。その知識に基づいて、どのような
遊びや保育計画が子ども主体の保育につながるかについ
て、具体的な素材を使った活動例を体験しながら考える。

長田　瑞恵（教育人文学部幼児教育学科教授）
大宮　明子（教育人文学部幼児教育学科教授）

埼玉県新座市 6時間 令和3年8月12日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503706号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】小学校教員実力養成講
座〔D〕国語

学習指導要領の内容を中心に、国語科教育に関する指導と
評価の進め方について講義する。また、「単元構想表」とい
うＡ３一枚の書式を使って、「書くこと」についての一単元を
実際に構想する演習を行う。 
持参した学習指導案（または実践記録）を基に学習指導の
工夫をグループで交流するとともに、日々の授業の中で課
題と感じている点を出し合い、その解決を図る。さらに、「主
体的・対話的で深い学び」観点から、グループの代表の学
習指導案をブラッシュアップする演習を行う。

冨山　哲也（教育人文学部児童教育学科教授） 埼玉県新座市 6時間 令和3年8月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503707号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】小学校教員実力養成講
座〔E〕理科

平成29年に告示された学習指導要領の内容を中心に、理
科教育に関する最新の情報について具体的な実践例を示
しながら解説する。特に、理科の見方・考え方を働かせた授
業実践に焦点をあて、随時グループ演習も取り入れる。ま
た、学習指導要領に示された各学年の代表的な「ものづく
り」や「観察実験演習」を体験し、教材研究を深める。小学校
理科の内容を中心に進めるが、小・中の系統性についても
触れる。

塚田　昭一（教育人文学部児童教育学科教授） 埼玉県新座市 6時間 令和3年8月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503708号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

十文字学園女子
大学

【選択】子ども虐待関係

「子ども虐待の発見と児童福祉施設（保育所・児童養護施
設・母子生活支援施設）との連携について」学校等における
発見、通報のあり方、通報を受けた児童相談所の機能と実
務、学校等と児童福祉施設の連携について、現状と課題を
説明する。
「子どもの人権・権利に関する基本的な考え方」子どもが健
やかに育つこと、について人権論的な意味や内容を改めて
考え、親権のあり方、子どもの権利保障という観点から児童
虐待をとらえる。

伊藤　陽一（人間生活学部人間福祉学科准教
授）
片居木　英人（人間生活学部人間福祉学科教
授）

埼玉県新座市 6時間 令和3年8月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503709号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

十文字学園女子
大学

【選択】食育について改めて考え
る

児童生徒の心身の健全な発達を支援するのに必要な食に
関する事項（子どもロコモや食物アレルギーなど）について、
解説する。また、学校における食育推進活動の事例を紹介
する。講義の内容を踏まえ、給食の時間や教科の時間にお
ける食に関する指導のあり方や具体的な実践方法などを検
討することで、食育の新たな展開を考える足がかりを得ると
ともに、指導力向上を目指す（一部、グループワークを含
む）。

中岡　加奈絵（人間生活学部食物栄養学科講
師）

埼玉県新座市 6時間 令和3年8月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校
教諭、養護教諭、

栄養教諭
6,000円 30人

令和3年5月18日～
令和3年6月21日

(備考　令和3年5月18
日～令和3年5月24日
（新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米

市・清瀬市教員/(学)十
文字学園教員/本学卒
業生）令和3年6月15日
～令和3年6月21日（一

般）)

令03-
30089-
503710号

048-477-0579　
(内線： 832)

http://www.jumonji-
u.ac.jp/index.html

城西大学
【選択】カリキュラム・マネジメント
の発想にもとづく資質・能力の育
成

学習指導要領等に基づき育成すべき資質及び能力を育む
ための教育課程の在り方、習得、活用及び探究の学習過程
を見通した指導法の工夫及び改善が求められているが、そ
の具体的な方法などはさらに検討する必要がある。
学校教育で具体的にどのような学びが求められるのか、体
験的に学ぶとともに、その活用を共有する。

後藤　顕一（東洋大学　食環境科学部教授） 埼玉県坂戸市 6時間 令和3年7月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 32人
令和3年5月10日～
令和3年5月23日

令03-
30090-
504126号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】生命科学の視点で健康を
考える

人体の構造と機能を理解し、生活習慣と健康に関る最新の
エビデンスについて解説指導を行なう。一部演習形式とし、
生活習慣と疾病、食の安全性、機能性食品、機能性化粧品
など身の回りの事象から科学的に健康を理解する。

加園　恵三（薬学部教授）
古旗　賢二（薬学部教授）

埼玉県坂戸市 6時間 令和3年7月21日
教諭

栄養教
諭

小学校・中学校・
高等学校（理科）
の教諭、栄養教

諭

6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年5月23日

令03-
30090-
504127号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】学校、ダイバーシティ、子
どもの人権

民間企業を中心に「ダイバーシティ＆インクルージョン」とい
う考え方が広まっている。学校教育においても、2015年の文
科省の通知を契機に性的マイノリティの児童生徒に配慮し
た対応が求められている。その一方、依然として学校現場
には性別に基づく偏見も根強く、教師による児童生徒への
性暴力もある。本講習では、性に対する考え方が変化する
中で、いかに性差別のない学校環境を整備できるかについ
て考察する。

山口　理恵子（経営学部准教授） 埼玉県坂戸市 6時間 令和3年7月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高校の教
諭、管理職教諭、
養護教諭、栄養
教諭、保健体育

担当教諭

6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月23日

令03-
30090-
504128号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学 【選択】実験・実習で楽しむ地学

地学現象は物理，化学の原理や法則が複数合わさったもの
であることが多い．本講習では地学現象の中の本質的な原
理，法則を可視化等，より具体化できる実験や実習を体験
し，生徒に伝えて行く新たな方法を受講者自身が体験、開
発して，それをプレセンテーションできるようにする．

谷口　英嗣（理学部教授） 埼玉県坂戸市 6時間 令和3年7月22日 教諭
中学校・高等学

校理科教諭
6,000円 40人

令和3年5月10日～
令和3年5月23日

令03-
30090-
504129号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】不登校－児童・生徒・家
族の理解と支援－

2016年、不登校は、個人の「問題行動」としてではなく、様々
な要因・背景の結果として理解すべきとの方針が示されまし
た。また支援の目的は、「学校に行く」ことではなく、「社会的
自立」であることも明示され、教職員には、個々の事情に応
じた関わりが求められています。本講習では、不登校に関
する最新のデータを示すとともに、臨床心理学に基づく教育
相談の視点から、不登校の見立て、支援のあり方につい
て、できるだけ具体的なエピソードを交えながら紹介します。
参加者間での話し合いと、その共有の機会ももつ予定で
す。
比較的ご経験年数の少ない先生方を念頭においた内容が
含まれますが、どなたでもご参加いただけます。

浅原　知恵（経済学部教授） 埼玉県坂戸市 6時間 令和3年7月24日 教諭
中学校、高等学
校教諭（その他も

可）
6,000円 40人

令和3年5月10日～
令和3年5月23日

令03-
30090-
504130号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

城西大学
【選択】コンピュータと会話しなが
らプログラミングに挑戦

本講座はプログラミングを基礎から学び、その考え方を知
り、楽しさを体験することが目的です。更にプログラミングを
教科指導などの中でどのように扱い、児童や生徒に体験さ
せるか、幾つかの教材を例にして考えていきます。
使用する言語はVBAです。プログラミングは初めてであって
も差し支えありません。OSはWindows、ソフトはEXCELです。
パソコンの基本操作に慣れている程度を前提とさせて頂き
ます。

栗田　るみ子（経営学部教授）
白鳥　義明（経営学部非常勤講師）

埼玉県坂戸市 6時間 令和3年7月24日 教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 30人

令和3年5月10日～
令和3年5月23日

令03-
30090-
504131号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】各教科に応用できる食育
の授業

学校教育における食育は、栄養教諭をはじめとしてすべて
の教員が関わってこそ、大きな成果を上げることができる。
本講習では、栄養教育PDCAサイクル、栄養カウンセリング
等を通して、各教科およびクラブ活動においても応用できる
食育の授業を提案する。講義、演習、グループワークを行
い、学校現場から社会へ発信できる食育を共に考え提案す
る。食事調査法を学び、児童・生徒の現状を把握し、食育を
通じた教育活動の活性化を図ることを目的とする。

山王丸　靖子（薬学部准教授）
堀　由美子（薬学部准教授）
水野　文夫（薬学部准教授）

埼玉県坂戸市 6時間 令和3年7月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年5月23日

令03-
30090-
504132号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】主体的・対話的で深い学
びを実現する図書館について

本講習では「探究」を実現するために、教育方法として図書
館がどう貢献できるのかを一緒に探っていきたいと思いま
す。「探究」は、新学習指導要領でも重要な概念となってい
ます。本講習は、本学の大学図書館を会場として、資料を使
いながら進めていきます。講義や演習を中心としつつ、参加
者間の情報交換の機会も設けます。

井田　浩之（教職課程センター助教） 埼玉県坂戸市 6時間 令和3年7月26日 教諭

小学校・中学校・
義務教育学校・
高等学校・中等
教育学校教諭

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年5月23日

令03-
30090-
504133号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】日本史―教材研究の実
践―

第１部・出前史料館は「慶安御触書」「公事方御定書」など日
本史上著名な史料の原物を実際に手にとっていただき真の
理解を深めます。第2部・ビジュアル史料は刷り物・錦絵など
の原物を知ること、さらに博物館・美術館の活用の実践例を
紹介します。第３部・仮想史蹟散策は講師が史蹟に赴き撮
影したデータを映写して仮想史蹟散策を味わっていただきま
す。その後、各自にテーマを設定して教材研究案を考察して
まとめていただきます。

神崎　直美（経済学部教授） 埼玉県坂戸市 6時間 令和3年7月26日 教諭
中学・高等学校
教諭（日本史担

当）
6,000円 40人

令和3年5月10日～
令和3年5月23日

令03-
30090-
504134号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

城西大学
【選択】GIGAスクール時代の算
数・数学の授業

GIGAスクール構想により児童・生徒ひとり１台のパソコンが
配られることになった。この環境の中で，算数・数学の授業
はどのように対応していけば良いのか。新しい時代に即した
授業の考え方を，事例の紹介と受講者相互のアイデアに
よって，講義と演習を通して考えていく。

石出　勉（東京女子体育大学　准教授） 埼玉県坂戸市 6時間 令和3年7月26日 教諭
中学校数学科教
諭，小学校教諭

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年5月23日

令03-
30090-
504135号

049-271-7941
https://www.josai.ac.jp
/

聖学院大学
【選択】児童生徒の問題理解とそ
の指導

昨今の児童生徒の抱える課題は、児童生徒個人の問題と
いうよりは、個人とその環境との様々な関係性の上に生じて
いることが多い。
本講習では、一つの課題に複数の視点をもって取り組むこ
とや、「チーム学校」への理解を深めていくことを目標とす
る。参加者自身の経験への振り返りやワークから得られた
実感を通して、ケースを多角的な視点から検討する実習を
行う。
8/1～8/7にオンデマンド型（3時間）、8/7に同時双方向型（3
時間）を行う。
そして8/7を試験日とする。

堀　恭子（心理福祉学部特任教授） インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月7日

教諭
養護教

諭

⼩学校・中学校・
⾼等学校・特別
⽀援学校教諭、
養護教諭向け

6,000円 100人
令和3年5月8日～
令和3年5月14日

令03-
30094-
505816号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

聖学院大学
【選択】子どもの遊びと学習の文
化

子どもの教育を考えるとき、子どもたちが生き生きとして楽し
んで学ぶ様子に、私たちは望ましさを感じる。この講習で
は、「文化culture（土を耕して芽生えるようにする）」、「楽しま
せるentertain（よい状態を保つ、養う、支えあう）」、「関心
interest（おもしろがる、あいだにある）」に着目する。遊びと
学びのあいだで子どもの遊び心が学ぶ意欲に発展するよう
な主体的活動、とくに、からだの感覚に結びついた言語活動
について、「学びに向かう力」を確認しながら考察する。
8/1～8/7にオンデマンド型（4時間）、8/7に同時双方向型（2
時間）を行う。
そして8/7を試験日とする。

寺﨑　恵子（人文学部准教授） インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月7日

教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 70人

令和3年5月8日～
令和3年5月14日

令03-
30094-
505817号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

聖学院大学
【選択】特別支援教育の基本理
解

特別支援教育の基礎となる障害のとらえ方について、国際
生活機能分類の考え方を紹介する。また、通常の児童生徒
を対象にした絵本や映像を使った障害理解教育とインク
ルーシブ教育システムとはどういうものかを概説する。そし
て、通常の教科を中心とした教育課程とは異なり、生活を中
心とした知的障害児の教育課程について、基本的な考え方
や日課表と実践事例、教科書、教材例などを紹介する。
8/1～8/21にオンデマンド型（5時間）、8/21に同時双方向型
（1時間）を行う。
そして8/21を試験日とする。

齋藤　一雄（人文学部特任教授） インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月21日

教諭
養護教

諭

教諭、養護教諭
向け

6,000円 100人
令和3年5月8日～
令和3年5月14日

令03-
30094-
505818号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

聖学院大学 【選択】一人一人の子どもの理解

一人一人の子どもの意思は、言動を見取りその意味を省察
することで汲み取ることができるようになる。言葉で伝えられ
ず、何を考えているか、何に困っているかわからない子ども
の思いに気付き、保育・教育に活かせる理論と方法を具体
的な事例から学び、事柄を子どもの論理で捉える見方を磨
く。見えにくい貧困等、家庭的な背景についても学ぶ。
8/1～8/21にオンデマンド型（5時間）、8/21に同時双方向型
（1時間）を行う。
そして8/21を試験日とする。

田澤　薫（人文学部教授） インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月21日

教諭
養護教

諭

幼稚園・小学校
教諭、養護教諭

向け
6,000円 50人

令和3年5月8日～
令和3年5月14日

令03-
30094-
505819号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

聖学院大学
【選択】学校教育におけるメンタ
ルヘルスと福祉教育

近年、子どもたちの中でいじめや不登校、子どもの貧困、
様々な障害などメンタルヘルスの課題が顕在化している。同
時に、教職員のメンタルヘルスの課題も深刻化している。本
講座では、生きづらさを感じながら子ども時代を生きぬいて
きた当事者を招き、その経験の語りを共有した上で、今、目
の前の子どもたちに何ができるのかをグループワークを通し
て具体的に検討する。今後の教育のあり方として教員が孤
立することなく、エンパワメントされる体制について当事者と
ともに学び、考える機会としたい。
8/1～8/21にオンデマンド型（3時間）、8/21に同時双方向型
（3時間）で行う。
そして8/21を試験日とする。

相川　章子（心理福祉学部教授） インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月21日

教諭
養護教

諭

教諭、養護教諭
向け

6,000円 50人
令和3年5月8日～
令和3年5月14日

令03-
30094-
505820号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

聖学院大学
【選択】教育現場における情報の
倫理とセキュリティ

現代社会での情報化の進展に伴い、教育現場でも情報化
への対応が課題となっている。本講習ではそれによって深
刻化するネットいじめなどをはじめとした｢情報モラル｣、著作
権などの｢教育におけるＩＣＴ活用｣を中心に情報化のあり方
と問題点を考える。また、生徒児童が日常触れる情報機器
に潜む危険性とそのセキュリティ教育、といったことや、学校
だけではなく家庭における理解と協力、などについても学
ぶ。
8/1～8/21にオンデマンド型（4時間）、8/21に同時双方向型
（2時間）を行う。
そして8/21を試験日とする。

渡邉　正人（基礎総合教育部教授） インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月21日

教諭 教諭向け 6,000円 70人
令和3年5月8日～
令和3年5月14日

令03-
30094-
505821号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

聖学院大学
【選択】大学入学共通テストと進
路指導

本年1月に第1回の大学入学共通テストが実施された。本講
座では、その大学入学共通テストによって、中高接続、高大
接続の環境は今どのように変化しようとしているのかを概説
する。さらに、その状況を踏まえて、中学校・高等学校の進
路指導はどうあるべきなのかについて具体的な事例を挙げ
て考察する。
8/1～8/20にオンデマンド型（2時間）、8/20に同時双方向型
（4時間）を行う。
そして8/20を試験日とする。

熊谷　芳郎（人文学部教授） インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月20日

教諭
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 50人

令和3年5月8日～
令和3年5月14日

令03-
30094-
505822号

048-780-1801
https://www.seigakuin.j
p/

日本工業大学
【選択】ユニバーサルデザインと
ユニバーサルスペース

ユニバーサルデザインとバリアフリー、あるいはユニバーサ
ルスペースなど、表向きは似ていて意味が交錯している専
門用語が近代建築の分野では見受けられます。これらにお
いては人々に利益をもたらす「普遍」の概念がいずれの場
合もめざされている一方、しかし目的が微妙に異なっていて
不思議な世界が展開していると言わざるを得ません。今とい
う時代を客観的に眺める試みをおこない、その様相を改め
て考えてみたいと思います。

西本　真一（建築学部建築学科教授）
野口　祐子（建築学部建築学科教授）

埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校技術科・
高等学校工業科

の教諭
6,000円 20人

令和3年5月17日～
令和3年5月21日

令03-
30101-
504665号

0480-33-7507　
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp

日本工業大学
【選択】熱・流体とエネルギー変
換技術

エネルギー変換技術は、化石燃料や自然エネルギーを
人々の生活に有効に利用するために無くてはならない技術
である。そして、その根幹にある学術的分野は、熱力学と流
体力学である。この講習では、熱力学および流体力学の基
礎を再確認しながら、様々なエネルギー変換技術につい
て、事例を基に説明する。

丹澤　祥晃（基幹工学部機械工学科教授）
中野　道王（基幹工学部機械工学科教授）
桑原　拓也（基幹工学部機械工学科准教授）

埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校技術科・
高等学校工業科

の教諭
6,000円 20人

令和3年5月17日～
令和3年5月21日

令03-
30101-
504666号

0480-33-7507　
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp

日本工業大学
【選択】電気電子通信技術の現
状と将来

電気電子通信工学の最新技術について講述する。①情報
通信技術（ICT）の中核をなす情報ネットワークを支える基盤
技術について講義する。②無線通信に関する内容として、
移動体通信技術の変遷及び動向やマイクロ波を用いた電
波応用技術について講義する。③スマートグリットや再生可
能エネルギーに関する内容とまたそれらを含む最適化技術
の最近の動向について説明する。

吉野　秀明（基幹工学部電気電子通信工学科
教授）
竹村　暢康（基幹工学部電気電子通信工学科
教授）
木村　貴幸（基幹工学部電気電子通信工学科
准教授）

埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校技術科・
高等学校工業科

の教諭
6,000円 20人

令和3年5月17日～
令和3年5月21日

令03-
30101-
504667号

0480-33-7507　
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp

日本工業大学
【選択】バイオテクノロジーを実体
験する

遺伝子編集技術やiPS細胞を使った再生医療など、バイオ
テクノロジーの進展は近年めまぐるしいものがある。これら
バイオテクノロジー技術は、とても難しいと思われがちだが、
実際には意外と簡単におこなうことができる。この講習で
は、PCR法を用いた『植物の品種の同定』、細胞膜透過活性
を持つタンパク質を使った『細胞内ドラッグデリバリー技術』
について、実際に実験を交えながら学ぶ。

芳賀　健（基幹工学部応用化学科准教授）
佐野　健一（基幹工学部応用化学科教授）

埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和3年8月5日 教諭

中学校技術科の
教諭、高等学校
工業科の教諭、
中学校・高等学
校・中等教育学
校の理科の教諭

6,000円 20人
令和3年5月17日～
令和3年5月21日

令03-
30101-
504668号

0480-33-7507　
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp
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日本工業大学
【選択】知能機械技術の現状と将
来

知能機械技術について、発展経緯と現状、将来展望を講義
する。知能機械の代表例は自動車やロボット、産業機械で
ある。ここでは、知能機械制御の基盤である古典・現代制御
技術、コンピュータとともに発展著しい様々な知的制御技
術、近年急速な開発が進む自動車の自動運転について講
義を行う。

鈴木　宏典（先進工学部ロボティクス学科教授）
浦川　禎之（先進工学部ロボティクス学科教授）

埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校技術科・
高等学校工業科

の教諭
6,000円 20人

令和3年5月17日～
令和3年5月21日

令03-
30101-
504669号

0480-33-7507　
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp

日本工業大学 【選択】プログラミング技術

初等中等教育において必修化されるプログラミング技術に
ついて講述する。社会におけるＩＴの役割を概観したのち、コ
ンピュータの仕組みの基礎を説明し、プログラミング技術と
はどのようなものかを解説する。プログラミングとはどのよう
な作業であるのか、また、どのような思考が必要となるの
か、それらを体験させ理解を深めるために、学習用のプログ
ラミング言語を用いた演習を行う。

粂野　文洋（先進工学部情報メディア工学科教
授）

埼玉県南埼玉
郡宮代町

6時間 令和3年8月6日 教諭

中学校技術科・
高等学校工業科
の教諭、高等学
校情報科の教諭

6,000円 20人
令和3年5月17日～
令和3年5月21日

令03-
30101-
504670号

0480-33-7507　
(内線： 2244)

http://www.nit.ac.jp

武蔵野学院大学
【選択】豊かな人間性をはぐくむ
指導力の向上

内容としては、自己表現活動の能力を高め、思いやりの心
を育む指導の在り方を中心としたコミュニケーション教育、自
ら感じ、考え、判断する道徳的実践力を高める指導力の在
り方を中心とした道徳教育、国際化社会の中、オリンピック・
パラリンピック、クールジャパンならびに日本の文化発信や
文化外交に注目した国際理解教育など、演習も取り入れ、
これからの児童・生徒の豊かな心を育てる指導の在り方を
探り、指導技術を磨く。

横手　尚子（国際コミュニケーション学部准教
授）
松本　多加志（武蔵野短期大学　幼児教育学科
客員教授）
佐々木　隆（国際コミュニケーション学部教授）

埼玉県狭山市 6時間 令和3年8月25日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年5月14日

令03-
30107-
504377号

04-2954-6131
http://www.musashino.
ac.jp

武蔵野学院大学
【選択】共生の心をはぐくむ指導
力の向上

内容としては、臨床心理学に基づく子ども理解やスクールカ
ウンセラーなどとの連携の在り方を中心とした教育相談、サ
ポートの必要な児童を中心としたアセスメントと特別支援教
育の在り方について、社会とのつながりや地域資源を活用
した教育など、教師の生徒理解を基にした共生の心を育て
る指導法の在り方を探り、指導技術を磨く。

成瀬　雄一（武蔵野短期大学　幼児教育学科教
授）
浅川　茂実（武蔵野短期大学　幼児教育学科准
教授）
野村　和（武蔵野短期大学　幼児教育学科教
授）

埼玉県狭山市 6時間 令和3年8月19日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 20人

令和3年5月10日～
令和3年5月14日

令03-
30107-
504378号

04-2954-6131
http://www.musashino.
ac.jp

武蔵野学院大学
【選択】小学校英語の教科化に向
けて

内容としては、マンガ・アニメ・ゲームで使用される英語、生
活の中でよく見かけるカタカナ英語（和製英語）と本当の英
語、英米文学の影響についてや、日英語の発音・文法の違
い、英語成立から今日の国際英語成立までの経緯、さらに
日本の英語教育におけるCEFR（英語到達度指標）の導入を
中心とした英語学、子どもが興味をもつ授業展開の在り方
や英語コミュニケーション能力の育成を中心とした英語教育
学など、これからの小学校英語についての指導力を高め、
中高の英語指導との連携を深める。

佐々木　隆（国際コミュニケーション学部教授）
梅田　紘子（国際コミュニケーション学部兼任講
師）
ジェフリー　トランブリー（国際コミュニケーション
学部教授）

埼玉県狭山市 6時間 令和3年8月20日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（英語科）向

け

6,000円 20人
令和3年5月10日～
令和3年5月14日

令03-
30107-
504379号

04-2954-6131
http://www.musashino.
ac.jp

植草学園大学
【選択】今後の特別支援教育の
充実に向けて

ここでは、主に知的障害教育における指導のあり方につい
て、教育課程の編成や個別の指導計画との関連も踏まえな
がら考えます。また、共生社会を見据え、子どもたちにどの
ような資質・能力が育っていくのかという視点から、特別支
援学級や特別支援学校と通常の学級との間で行われる「交
流及び共同学習」を考えていきます。
本講習はＷＥＢ会議アプリＺｏｏｍを使用し、双方向型で開講
します。

佐川　桂子（大学事務局キャリア支援課教職支
援コーディネーター）
堀　彰人（植草学園短期大学　福祉学科教授）

インターネット 6時間 令和3年8月17日 教諭
特別支援学校教
諭、小学校教諭、

中学校教諭
6,000円 100人

令和3年5月30日～
令和3年6月30日

令03-
30111-
505484号

043-233-9187　
(内線： 2020)

http://www.uekusa.ac.j
p/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

植草学園大学
【選択】特別な教育的ニーズへの
支援をめぐって

小中学校の学習指導要領では、特別支援学級・通級指導
教室においても、特別支援学校学習指導要領の「自立活
動」の内容を取り入れて指導することが明記されています。
その内容に、「障害の特性の理解と生活環境の調整に関す
ること」が新たに加わったことも踏まえ、主体的に学ぶ、特別
支援学級・通級指導教室での自立活動の授業づくりについ
て考えます。
また、通常の学級に在籍する配慮を要する子どもに『ないと
困る支援』で、どの子どもにも『あると便利で役に立つ』ユニ
バーサルな支援について具体的に考えていきます。
本講習はＷＥＢ会議アプリＺｏｏｍを使用し、双方向型で開講
します。

佐藤　愼二（植草学園短期大学　福祉学科教
授）
加藤　悦子（発達教育学部准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月18日 教諭
特別支援学校教
諭、小学校教諭、

中学校教諭
6,000円 100人

令和3年5月30日～
令和3年6月30日

令03-
30111-
505485号

043-233-9187　
(内線： 2020)

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

植草学園大学
【選択】子ども主体の知的障害教
育の授業づくり

新学習指導要領を踏まえ、知的障害教育における各教科等
の考え方、教科別の指導や各教科等を合わせた指導のあ
り方を考えます。その上で、教育目標としての自立をどのよ
うに考えるか、そのための授業づくりをどのように進めるか
を考えます。
本講習はＷＥＢ会議アプリＺｏｏｍを使用し、双方向型で開講
します。

名古屋　恒彦（発達教育学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月19日 教諭
特別支援学校教
諭、小学校教諭、

中学校教諭
6,000円 100人

令和3年5月30日～
令和3年6月30日

令03-
30111-
505486号

043-233-9187　
(内線： 2020)

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

植草学園大学
【選択】子どもの心とからだを動
かす

近年の子どもを取り巻く環境の変化や子育て事情を踏ま
え、幼稚園教育要領の保育内容「環境」と保育者の役割を
学びます。あわせて、環境としての玩具と絵本について学
び、インクルーシブ保育について確認します。また、幼児期
の子どもの心身の成長にとって欠かすことのできない遊び
の意義を再確認しながら、心とからだを育む運動遊びの魅
力について考えます。
本講習はＷＥＢ会議アプリＺｏｏｍを使用し、双方向型で開講
します。

植草　一世（植草学園短期大学　福祉学科教
授）
松原　敬子（植草学園短期大学　福祉学科教
授）

インターネット 6時間 令和3年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
令和3年5月30日～
令和3年6月30日

令03-
30111-
505487号

043-233-9187　
(内線： 2020)

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

植草学園大学
【選択】特別な教育的ニーズと支
援の実際

幼児期の言語発達の特徴を踏まえながら、言葉やコミュニ
ケーションのつまずきについて具体的に検討します。あわせ
て、「『困った』行動は、何かに『困っている』状態と受け止め
る」逆転の発想による支援を考えます。
本講習はＷＥＢ会議アプリＺｏｏｍを使用し、双方向型で開講
します。

堀　彰人（植草学園短期大学　福祉学科教授）
佐藤　愼二（植草学園短期大学　福祉学科教
授）

インターネット 6時間 令和3年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
令和3年5月30日～
令和3年6月30日

令03-
30111-
505488号

043-233-9187　
(内線： 2020)

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

植草学園大学
【選択】幼稚園教育要領と幼児教
育のこれから

保育内容「人間関係」に焦点を当て子どもたちの協同的な
遊びや保幼小連携，地域交流等を考えます。また、新幼稚
園教育要領時代・無償化時代に求められる保育者の専門
性とは何か具体的に検討し、幼児教育のこれからを考えま
す。
本講習はＷＥＢ会議アプリＺｏｏｍを使用し、双方向型で開講
します。

栗原　ひとみ（発達教育学部教授）
北田　沙也加（発達教育学部助教）

インターネット 6時間 令和3年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
令和3年5月30日～
令和3年6月30日

令03-
30111-
505489号

043-233-9187　
(内線： 2020)

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

江戸川大学
【選択】幼児教育(幼稚園・特別支
援)高度化１８時間

幼児教育（幼稚園・特別支援学校等）向けの18時間（6時間
×3日間）セットの講習であり，講義とワークショップで楽しく
学ぶ事が出来ます。講習内容は，①施設で起きる様々なト
ラブルに関しての対応と対策を危機管理とクレーム対応か
ら学ぶ（６時間）、②子どもの非認知的な力を読み取るため
の理論的学びとワークショップ（６時間）、③遊びに学ぶ要
領・指針－指導計画と評価（幼稚園・認定こども園）と保育内
容・方法を支える海外の幼児教育思潮とPDCAサイクル（６
時間）です。

村上　涼（メディアコミュニケーション学部　准教
授）
大塚　紫乃（メディアコミュニケーション学部　准
教授）
熊田　凡子（メディアコミュニケーション学部　准
教授）
堀切　忠和（九段富士見法律事務所　弁護士）
原口　暁美（本郷さくら総合法律事務所　弁護
士）
山路　進（メディアコミュニケーション学部　特任
教授）

千葉県流山市 18時間
令和3年8月25日～
令和3年8月27日

教諭
幼稚園、特別支
援学校　教諭向

け
18,000円 60人

令和3年5月17日～
令和3年6月4日

令03-
30112-
504934号

04-7152-9615
https://www.edogawa-
u.ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

江戸川大学
【選択】初等・中等教育(小・中・
高・特)高度化１８時間

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教諭向けの18
時間（6時間×3日間）セットの講習で，学校現場で役に立つ
講習です。①生徒理解・カウンセリングマインドと学校教育
相談について講義とワークショップ等で学びます（６時間）。
②学校の業務・活動上で起きる様々なトラブルの対応と対
策を学校危機管理とクレーム対応から学ぶ（６時間）。③学
校教育におけるICT活用や教育の情報化について具体的に
機器や教材に触れて理解を深めます（６時間）。

八木　徹（メディアコミュニケーション学部　教
授）
山口　敏和（メディアコミュニケーション学部　准
教授）
小原　裕二（メディアコミュニケーション学部　講
師）
杉原　米和（メディアコミュニケーション学部　非
常勤講師）
川合　正（東洋大学京北幼稚園　園長）
堀切　忠和（九段冨士見法律事務所　弁護士）
山路　進（メディアコミュニケーション学部　特任
教授）

千葉県流山市 18時間
令和3年8月25日～
令和3年8月27日

教諭

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 教諭向
け

18,000円 80人
令和3年5月17日～

令和3年6月4日

令03-
30112-
504935号

04-7152-9615
https://www.edogawa-
u.ac.jp/

江戸川大学
【選択】教育の情報化(小・中・高・
特)高度化１８時間

教育におけるICT活用・教育の情報化について関心のある
教諭を対象（教科「情報」を含む）とした18時間（6時間×3日
間）セットの講習です。Society5.0時代の情報社会を生き抜く
児童生徒を育成するために、人としてのモラルを育てなが
ら、最新の情報技術を自分の問題解決に活用できる人材育
成についての指導法を検討します。扱うテーマは，情報モラ
ル，プログラミング，STEM，データサイエンス，などについ
て，講義・実習・ワークショップで理解を深めます。

玉田　和恵（メディアコミュニケーション学部　教
授）
八木　徹（メディアコミュニケーション学部　教
授）
山口　敏和（メディアコミュニケーション学部　准
教授）
小原　裕二（メディアコミュニケーション学部　講
師）
松尾　由美（メディアコミュニケーション学部　講
師）
野村　泰朗（埼玉大学　教育学部　准教授）

千葉県流山市 18時間
令和3年8月25日～
令和3年8月27日

教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、中等
教育学校、特別
支援学校の教諭

18,000円 30人
令和3年5月17日～

令和3年6月4日

令03-
30112-
504936号

04-7152-9615
https://www.edogawa-
u.ac.jp/

淑徳大学
【選択】小学校教諭対象講座「教
育内容の充実」

小学校教諭を対象とし、学校現場で役立つ指導や活動につ
いて演習等を通して理解を深める。具体的には、「キャリア
教育」に関するもののほか、各教科のアクティブラーニング
を取り入れた指導方法や教材研究についても考察する。

國府田　祐子（松本大学　教育学部准教授）
長谷川　勝久（教育学部　非常勤講師）
髙橋　多喜子（教育学部　非常勤講師）
髙橋　等（十文字学園女子大学　非常勤講師）
岡野　雅一（教育学部　教授）
松原　健司（教育学部　教授）
松家　麻記子（教育学部　准教授）
重枝　洋（教育学部　非常勤講師）
寺田　倫子（非常勤講師）

埼玉県入間郡
三芳町

18時間
令和3年8月4日～
令和3年8月6日

教諭 小学校教諭向け 18,000円 50人
令和3年5月3日～
令和3年5月28日

令03-
30120-
504789号

049-274-1511
http://www.shukutoku.
ac.jp/

帝京平成大学
【選択】理科における資質・能力
を育成する学習指導の在り方

教師が理科教育の楽しさや有用感を実感し、児童・生徒とも
に、学びを広げる授業を展開することが大切である。本講習
では、観察・実験を中心とした研修を行い教師力を高める。
内容は、前半に「人の体のつくりと働き」を中心に、研修を行
う。後半には「理科のものづくり」を中心に研修を行う。また、
安全な授業の在り方についても講習する。

永田　学（現代ライフ学部　教授）
船尾　聖（現代ライフ学部　教授）

千葉県市原市 6時間 令和3年8月13日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（理科）

向け
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月22日

令03-
30129-
503318号

03-5860-4716 https://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学
【選択】運動・スポーツ活動中に
おける怪我や事故に対する安全
管理

学校現場で行われる運動・スポーツ活動中に発生している
怪我や事故の実態を把握し、それらに対する安全管理の重
要性や考え方について理解する。また、生命に危険を及ぼ
す可能性のある心停止や重傷頭頚部外傷について過去の
事故事例なども踏まえ、緊急時の正しい救急対応について
学んでいく。

砂川　憲彦（現代ライフ学部　教授）
大垣　亮（現代ライフ学部　講師）

千葉県市原市 6時間 令和3年8月13日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・中
学校教諭（全教
科）・養護教諭向

け

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月22日

令03-
30129-
503319号

03-5860-4716 https://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学
【選択】生活をよりよくする力を育
む家庭科教育

これからの時代を生き抜いていく子供たちがより豊かに暮ら
せるための家庭科教育について、グループワークを取り入
れながら展開します。そして、家庭科の授業を行う上での疑
問点や困難な点、工夫点などを共有し、よりよい授業づくり
について考えます。また、暮らしの器となる「住まい」の分野
に焦点をあて、領域を超えた授業展開について検討し、
日々の生活の中に取り入れられる防災教育の具体事例に
ついても紹介します。

植田　真理子（現代ライフ学部　講師） 千葉県市原市 6時間 令和3年8月13日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（家庭）

向け
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月22日

令03-
30129-
503320号

03-5860-4716 https://www.thu.ac.jp/
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帝京平成大学
【選択】楽しく取り組もう！小学校
英語

2020年から小学校での英語教育は、高学年は教科化という
新しい段階に入りました。英語を得意とする人・好きな人も、
そうでない人も…「教える」という楽しみと同時に不安もある
ことと思います。この講座では、小学校英語をどのように考
え、どのように進めていくか、そして、小学校英語から中学
校段階での英語教育への接続についても踏まえながら理解
を深めていきます。何よりも、皆さんで英語を“楽しみなが
ら”、教える側と学ぶ側双方の視点から小学校英語の授業
実践について学ぶことをねらいとしています。

伊藤　静香（現代ライフ学部　准教授） 千葉県市原市 6時間 令和3年8月16日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（英語）

向け
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月22日

令03-
30129-
503321号

03-5860-4716 https://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学
【選択】子どもに確かな力をつけ
る社会科の授業づくり

小・中学校の社会科のこれからの新しい授業づくりや指導
上の留意点などについて学んでいきます。特に「主体的・対
話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）」の視点からの授
業改善の在り方について理解を深め、実践的指導力の一層
の向上を目指します。

髙橋　武郎（現代ライフ学部　准教授） 千葉県市原市 6時間 令和3年8月16日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（社会）

向け
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月22日

令03-
30129-
503322号

03-5860-4716 https://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学
【選択】子どもが楽しさを実感でき
る体育授業のあり方

近年、子どもの体力・運動能力の低下や二極化が問題とさ
れています。子どもが意欲を持ち、運動に取り組むことの大
切さが指摘されています。本講習においては、子どもが楽し
さを実感しながら、自ら取り組むことのできる体育授業のあ
り方について、理論と実践から取り組みます。また、新型コ
ロナウイルス対応として、「密になりにくい活動」にも取り組
みます。

鈴木　邦明（現代ライフ学部　講師） 千葉県市原市 6時間 令和3年8月16日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（体育）

向け
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月22日

令03-
30129-
503323号

03-5860-4716 https://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学
【選択】主体的・対話的で深い学
びを追求する算数・数学科授業

子どもたちが、算数・数学を学ぶ意欲を高めたり、学ぶこと
の意義や有用性を実感したりするためには、どのような授業
が望まれるのだろうか。数学的な課題の発見と解決に向け
て話し合いを取り入れて、主体的・対話的に学ぶ学習方法、
いわゆるアクティブラーニングに基づいた授業について検討
する。

中村　昌平（現代ライフ学部　准教授）
浜崎　美保（現代ライフ学部　教授）

千葉県市原市 6時間 令和3年8月17日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（数学）

向け
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月22日

令03-
30129-
503324号

03-5860-4716 https://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学
【選択】指導、学習、評価の一体
化をめざす道徳科の授業づくり

学習指導要領に示された道徳教育及び道徳科の目標や内
容、位置づけについて理解し、これからの道徳教育への考
察を深めます。また道徳教育の要となる道徳科の授業をど
う展開するか、その評価についての理解を深め、「考え、議
論する道徳」のための教材研究や指導案づくりを行って実
践的指導力を高められるようにします。

山本　佐江（現代ライフ学部　准教授） 千葉県市原市 6時間 令和3年8月17日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・中
学校教諭（全教
科）・養護教諭向

け

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月22日

令03-
30129-
503325号

03-5860-4716 https://www.thu.ac.jp/

帝京平成大学
【選択】特別の支援を必要とする
子どもの理解

特別支援教育の対象である児童生徒について理解を深め
る講習内容です。特に、読み書きの困難さや注意集中の苦
手さ等がある児童生徒の心理面や教育的支援方法を探る
ために演習として学びます。LD・ADHD等の心理的疑似体験
プログラム第3版を活用してグループでの話し合い活動を中
心に行う。

鶴田　敦司（現代ライフ学部　講師） 千葉県市原市 6時間 令和3年8月17日
教諭

養護教
諭

小学校教諭・中
学校教諭（全教
科）・特別支援学
校教諭・養護教

諭向け

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月22日

令03-
30129-
503326号

03-5860-4716 https://www.thu.ac.jp/

麗澤大学 【選択】英語授業の見直しと改善

この講習は、英語の授業を見直し、中学校・高校での英語
の授業の改善を目指します。講習は、7回のワークショップ
(90分)とまとめから成り、最後のまとめで，講習内容につい
ての討議と試験を行います。

望月　正道（外国語学部教授）
森　秀夫（外国語学部教授）
Andrew　Nicolai Struc（外国語学部准教授）
佐藤　良子（外国語学部講師）

千葉県柏市 12時間
令和3年7月24日～
令和3年7月25日

教諭
中学校・高等学
校　英語科教諭

向け
12,000円 30人

令和3年4月26日～
令和3年7月2日

令03-
30136-
503612号

04-7173-3636
https://www.reitaku-
u.ac.jp/about/activity/
activity09.html

麗澤大学 【選択】道徳教育の現状と課題

わが国の道徳教育をめぐる現状と課題について把握し、学
校の教育活動全体を通じて行う道徳教育とその要である道
徳科（小・中学校）について、教師の理解と意欲を向上させ
ることを目指します。

江島　顕一（学校教育研究科准教授） 千葉県柏市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年4月26日～

令和3年7月2日

令03-
30136-
503613号

04-7173-3636
https://www.reitaku-
u.ac.jp/about/activity/
activity09.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

國學院大學 【選択】なぜ古典を教えるのか

どうして古文をやるの？――生徒にそう聞かれたらどうお答
えになりますか。
当講習では、本学で、日本古典文学、国語学、民俗学、国
語教育学等の研究・教育に携わる講師陣が、具体的な資料
を紹介しつつ、それぞれの立場から古典の持つ意義につい
て論じます（講座によっては演習形式を取る場合もありま
す）。そのうえで、受講者の皆さんには、実践家の立場から
中学校・高等学校の国語科における古典教育の意義につ
いて考えていただきます。

土佐　秀里（文学部教授）
中村　正明（文学部教授）
野中　哲照（文学部教授(特別専任)）
豊島　秀範（大学院兼任講師）
石川　則夫（文学部教授）
宮内　克浩（文学部教授）
小田　勝（文学部教授）
小川　直之（文学部教授）
杉山　英昭（元大学院客員教授）
林　利久（教育開発推進機構兼任講師）
高山　実佐（文学部教授）
高橋　大助（文学部教授）

東京都渋谷区 18時間
令和3年8月16日～
令和3年8月18日

教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

20,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年4月20日

令03-
30156-
505793号

03-5466-0152
https://www.kokugakui
n.ac.jp/

國學院大學
【選択】教員力の資質向上のため
の講習

本講座では、（1）グローバル化社会で逞しく生きる力を子ど
もたちに育むための教師力向上を目指す。（2）運動をはじめ
様々な体験不足の現代の子どもたちを元気にするための教
員の資質向上を目指す。（3）現代社会に育つ子どもたちの
成長を助け、支援するための知識と技術力を養うことを目標
としている。講師は当該内容を専門領域とする本学教員が
担当する。講習は3日間で18コマを開講。受講者は各自の
ニーズに応じ、6コマ18時間を選択し、教員力の資質向上を
図る。

夏秋　英房（人間開発学部教授），千野　謙太
郎（人間開発学部准教授），田沼　茂紀（人間開
発学部教授），吉永　安里（人間開発学部准教
授），備前　嘉文（人間開発学部准教授），髙橋　
幸子（人間開発学部教授），青木　康太朗（人間
開発学部准教授），藤田　大誠（人間開発学部
教授），寺本　貴啓（人間開発学部准教授），山
瀬　範子（人間開発学部准教授），大矢　隆二
（人間開発学部教授），長田　恵理（人間開発学
部准教授），島田　由紀子（人間開発学部教
授），小林　唯（人間開発学部助教），成田　信
子（人間開発学部学部教授），野本　茂夫（人間
開発学部教授），川田　裕樹（人間開発学部准
教授），柴田　保之（人間開発学部教授）

神奈川県横浜
市

18時間
令和3年8月18日～
令和3年8月20日

教諭

幼稚園教諭　小
学校教諭　中学
校・高等学校 保
健体育科教諭

20,000円 115人
令和3年4月16日～
令和3年4月20日

令03-
30156-
505794号

03-5466-0152
https://www.kokugakui
n.ac.jp/

國學院大學 【選択】日本史研究の最前線

現在の日本史学界では、どのようなことが問題とされ、いか
なる解決策が提示されているのでしょうか。本講習では、日
本史（古代史・中世史・近世史・近現代史）のみならず、隣接
する考古学や外国史（北東アジア史）の講座も用意し、教科
書の内容に即して、多角的な視点から日本史研究の最新の
動向を紹介します。また講習にあたっては、考え（学説）の
根拠となる史資料（文献史料・考古資料など）の扱いにも留
意します。

谷口　康浩（文学部教授）
佐藤　長門（文学部教授）
高橋　秀樹（文学部教授）
吉岡　孝（文学部教授）
柴田　紳一（文学部教授）
神長　英輔（文学部准教授）

東京都渋谷区 18時間
令和3年8月16日～
令和3年8月18日

教諭
中学校社会科・
高等学校地理歴

史科教諭
20,000円 60人

令和3年4月16日～
令和3年4月20日

令03-
30156-
505795号

03-5466-0152
https://www.kokugakui
n.ac.jp/

白梅学園大学
【選択】授業づくり、学級づくりの
考え方とその具体化

2020年度から完全実施となった学習指導要領では、基本的
な考えとして知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現
力等の育成のバランスを重視するこれまでの学習指導要領
の枠組みを維持した上で、知識の理解の質をさらに高め、
確かな学力を育成することが示されています。本講習では
現行学習指導要領の基本的な考えを踏まえたうえで、国語
科、理科、社会科、算数科、外国語活動・外国語科につい
て、教科教育における具体的な学習指導の在り方について
考えていきます。さらに、学級崩壊を始めとする学級経営上
の困難についても、具体的な方策を示しつつ効果的な教育
的支援について考えていきます。

瀧口　優（短期大学保育科教授）
中林　俊明（子ども学部准教授）
増田　修治（子ども学部教授）
山田　裕（元子ども学部特任教授）
田頭　裕（子ども学部助教）

東京都小平市 18時間
令和3年8月19日～
令和3年8月21日

教諭 小学校教諭向け 18,000円 80人
令和3年5月19日～
令和3年5月24日

令03-
30171-
504671号

042-313-5687
http://daigaku.shiraume
.ac.jp/

白梅学園大学
【選択】子どもや社会の変化に応
じた幼稚園教育の充実

教育内容の充実を図る選択講座は、講義と演習により設
定。理論と実践の結合を目指します。選択の講習内容として
幼稚園は「子どもや社会の変化に応じた幼稚園教育の充
実」と改訂された幼稚園教育要領の要点にそったテーマを
掲げ、講義形式と演習形式とを併用しながら講習の質の充
実を図ります。

花原　幹夫（短期大学保育科教授）
源　証香（短期大学保育科准教授）
小松　歩（短期大学保育科准教授）

東京都小平市 18時間
令和3年8月19日～
令和3年8月21日

教諭 幼稚園教諭向け 18,000円 120人
令和3年5月19日～
令和3年5月24日

令03-
30171-
504672号

042-313-5687
http://daigaku.shiraume
.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

玉川大学
【選択】博物館を利用した教育プ
ログラムと資料の活用法

この講習では博物館の役割や活動を理解し、学校教育との
連携、および博物館資料の活用という面から、博物館にお
ける学びの機能と資料を活用した教育プログラムの可能性
を探っていく。また理論面での講義のほか、教育博物館で
のワークショップやグループワークをもとに博物館の教育活
動を具体的に体験することで、博物館と学校教育に関する
今後の展望について共に考えていきたい。7/15～7/26に講
師自作の教材(10ページ、動画/45分+課題提出)による自己
学修2時間と8/3に3時間の同時双方向型を行う。

柿﨑　博孝（教育博物館教授）
宇野　慶（教育博物館准教授）
栗林　あかね（教育博物館講師）

その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月3日

教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 20人

令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503348号

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

玉川大学
【選択】日常の中に入ってくる人
工知能。教育の現場はどう変わ
る？

マスコミで人工知能が騒がれています。しかし、すごいぞ！
という言葉を聞いても、どういうものか判りません。でも、子
ども達には説明しなければなりません。本講座では、人工知
能とは何なのか、どういう経緯で生まれたのか、これから私
たちの生活にどう入ってくるのか、さらには教育の現場には
どういう影響が表れてくるのか、といった教員も含めた私た
ちの生活に関わる人工知能について、できる限り易しく解説
します。さらに演習として、玉川大学で開発している初等教
育支援のための人工知能システムを紹介します。7/15～
7/26に講師自作教材(8ページと課題提出)による自己学修2
時間と8/4に3時間の同時双方向型を行う。

大森　隆司（工学部教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月4日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学

校教諭

6,000円 15人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503349号

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

玉川大学
【選択】小学校プログラミング教
育

新学習指導要領では、学習の基盤となる資質・能力として
「情報活用能力」が位置づけられ、小学校ではプログラミン
グ教育が必修化されている。本講習は、初めてプログラミン
グ教育を学ぶ小学校教諭向けの内容である。プログラミン
グ教育の理念、各学校において活用できるプログラミングを
体験的に学び、それぞれの基礎的な知識及び技能を習得
できるよう講義と具体的な教材を使用した演習を通して学
ぶ。7/15～7/26に講師自作の教材(10ページ、動画/45分+
課題提出)による自己学修2時間と8/4に3時間の同時双方
向型を行う。

佐藤　修（教職大学院教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月4日

教諭 小学校教諭 6,000円 35人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503350号

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

玉川大学
【選択】新時代の幼児教育の質
の向上

変化する時代や社会の変化の中で、これからの幼児教育
（保育）の質と子育て支援についてのあり方について学ぶ。
特に、保育の質とは何かを理解し、それを高めるためのカン
ファレンス等の方法についても学ぶほか、家庭や地域との
協同や発信のあり方についても学んでいく。7/15～7/26に
講師自作の教材(10ページと課題提出)による自己学修2時
間と8/4に3時間の同時双方向型を行う。

大豆生田　啓友（教育学部教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月4日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 70人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503351号

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

玉川大学

【選択】なぜアドベンチャーは教
育に必要か？ -TAPの教育実践
から導いたアドベンチャーの理論
による自己冒険力の指導と支導-

子ども達の成長のためにアドベンチャーが必要であることに
ついて、TAPの教育実践から導いたアドベンチャーの理論を
基に学びます。子ども達の主体的・対話的・深い学びを促進
するためには、子ども達が試行錯誤をできる環境（心理的安
全性・Ｃｏｍｆｏｒｔ-ｚｏｎｅ）が必要です。その環境づくりの考え
方と教師の指導と支導のバランスについて学びます。また
体験学習であるTAPを通して得られた自己冒険力は、キャリ
ア教育にも関与していることについて学びます。7/15～7/26
に講師自作の教材(10ページと課題提出)による自己学修2
時間と8/5に3時間の同時双方向型を行う。

工藤　亘（教育学部教授/TAPセンター長） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月5日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学

校教諭

6,000円 35人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503352号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

玉川大学
【選択】子どもの多様な育ちの保
障を家族とともに支えることを考
える

子どもの育ちを支えるためには教師が子どもの育ちを捉え
る視点を広げ、理解を深める必要がある。変化する社会状
況や社会的価値観の中で生きる子どもの権利をどのように
捉え、それに基づいた発達の援助をどのように進めていくか
を事例を通して考える。「誰一人も取り残さない教育」の展開
としてのインクルーシブ教育の在り方の理念と合理的配慮
に基づき、一人ひとりの遊び、学び方の保障を学びあう。子
どもの育ちを支える家族のかたち、生活スタイル、子育ての
価値観の多様化にも注目し、いかに発達の保障をするかを
考える。7/15～7/26に講師自作教材(10ページと課題提出)
による自己学修2時間と8/5に3時間の同時双方向型を行
う。

宮﨑　豊（教育学部教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月5日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 70人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503353号

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

玉川大学
【選択】パワーポイントで作るミニ
教材

Microsoft PowerPointは、文書作成のワード、表計算の
EXCELとならび、プレゼンテーションの資料作成に使われる
アプリですが、様々な可能性のある機能をもっています。普
段はあまり使われない機能を知ることで、簡単な教材を作成
することが可能です。パワーポイントのスキルを向上させ、
教材作成に役立てるためのヒントを学修します。パワーポイ
ント初級者を対象とします。7/15～7/26に講師自作の教材
(5ページ、動画/100分+課題提出)による自己学修2時間と
8/5に3時間の同時双方向型を行う。

照屋　さゆり（リベラルアーツ学部教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月5日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学

校教諭 パワーポ
イント初級者

6,000円 20人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503354号

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

玉川大学
【選択】算数ーわかる、できる、楽
しむ授業づくりー

算数科における問題解決型の学習を通し、「問題・主発問・
課題」の関係を明らかにし、児童の反応を予想しながら指導
と評価と支援の在り方を追究する。
7/15～7/26に講師自作の教材(8ページと課題提出)による
自己学修2時間と8/5に3時間の同時双方向型を行う。

菅野　宏隆（教職大学院教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月5日

教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503355号

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

玉川大学
【選択】学校法規と教育課題の関
わりを捉える

1.今日教育課題となっている学校の働き方改革(タイムマネ
ジメント、校務情報化、部活動問題、超過勤務)と支援策に
ついて、受講生の先生方のケースを踏まえながら考えます。
2.新学習指導要領におけるカリキュラム・マネジメントの構造
要因について学校の実態を踏まえて検討します。
3.具体的な教育活動上のトラブルを法的根拠をもとに受講
者と協働的に考えます。
4.スクール・コンプライアンスのいくつかを視座にして、前向
きな予防・対策を考えていきます。
7/15～7/26に講師自作の教材(10ページと課題提出)による
自己学修2時間と8/6に3時間の同時双方向型を行う。

八尾坂　修（開智国際大学　教育学部教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月6日

教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 50人

令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503356号

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

玉川大学
【選択】地図＆地球儀の指導力
がアップすれば社会科が面白く
なる

新しい学習指導要領において社会科は地図帳を3年より配
付することになった。しかし地図指導に関しては教師間でか
なりの力量の差が認められることから、研修を通してその指
導法を習得する必要がある。本講習においては最新の知見
にたって、生活科から社会科への移行指導に始まり,社会科
地域学習と地図活用、地図帳の利用、地球儀指導などに関
して授業場面を想定しながら具体的に解説する。7/15～
7/26に講師自作の教材(10ページと課題提出)による自己学
修2時間と8/6に3時間の同時双方向型を行う。

寺本　潔（教育学部教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月6日

教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503357号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

玉川大学
【選択】小学校英語の授業づくり
と評価：小中一貫の視点を見据
えて

小中一貫教育の視点から新学習指導要領に基づく小学校
英語の授業づくり、指導法につき実践的な演習を行う。小中
一貫教育の観点も考慮し、「評価」の仕方を解説すると共
に、児童の発表例をもとに評価のつけ方の演習を行う。３，
４年生:移行教材Let’s Try!とこれに【プラスα】した教え方、
５，６年生:複数の教科書を参考にし、研究校の例を挙げ、明
日の授業に役立つ具体的なActivityや発表の仕方を紹介。
クラスルームイングリッシュを交えながら教科横断型の英語
の授業を紹介する。7/15～7/26に講師自作教材(20ペー
ジ、動画/35分+課題提出)による自己学修2時間と8/6に3時
間の同時双方向型を行う。

佐藤　久美子（教職大学院教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月6日

教諭
小学校教諭・中
学校(英語科)教

諭
6,000円 50人

令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503358号

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

玉川大学 【選択】遊びの中にある学びとは

幼児教育は「遊びを通しての総合的な指導」を重視する。そ
の「遊び」には様々な学びが包含されている。その学びにつ
いて、園での遊びの事例を中心に検討し、グループ等で議
論するなどすることにより遊びの中の学びの重要性を再確
認するとともにその質の向上を目指す。7/15～7/26に講師
自作の教材(8ページと課題提出)による自己学修2時間と
8/6に3時間の同時双方向型を行う。

田澤　里喜（教育学部准教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月6日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 70人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503359号

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

玉川大学
【選択】「見えないものが見えてく
る」新しい理科授業デザイン

・新学習指導要領のキーワードを読み解き、見方・考え方を
働かせて問題解決の力を育む理科授業のデザインを、実践
を通して学ぶ。
・イメージ図の描き方と評価の仕方　
・観察・実験等を通して、問題解決の力を育む授業づくりに
ついて学ぶ。
・A「物質・エネルギー」、B「生命・地球」の単元を通して、見
方・考え方を働かせる授業づくりについて学ぶ。
7/15～7/26に講師自作の教材(5ページ、動画/40分+課題
提出)による自己学修2時間と8/10に3時間の同時双方向型
を行う。

有馬　武裕（教師教育リサーチセンター　客員教
授）
八嶋　真理子（教師教育リサーチセンター　客員
教授）

その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月10日

教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503360号

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

玉川大学
【選択】「国語の指導が難しい！」
と感じている先生のための国語
教室

新学習指導要領の趣旨を生かした国語科指導法について
理解を深める。
・主体的・対話的で深い学びが実現する国語科の授業づくり
について、演習を通して具体的に学ぶ。（発問、板書、ノート
指導など）
・国語の見方・考え方を働かせた授業づくり、言語活動の充
実を図る授業づくり、教科横断型の授業づくりを具体的な教
材を基に考える。
7/15～7/26に講師自作の教材(10ページと課題提出)による
自己学修2時間と8/10に3時間の同時双方向型を行う。

神田　しげみ（教師教育リサーチセンター　客員
教授）

その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月10日

教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503361号

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

玉川大学
【選択】学校における多文化共生
- 日本語を母語としない児童生
徒理解と支援

本講では、海外の事例などを紹介しながら、帰国生、国際結
婚の子どもたち、在日外国人など、多様な文化背景を持つ
児童生徒が戸惑う「日本の学校の当たり前」を分析し、多文
化共生を目指した教室や授業実践に必要な視点を修得して
いくことを目的とします。また、多様な児童生徒および保護
者の支援に役立つリソースおよび教材、参加者の持つノウ
ハウと経験などを共有できる場を提供します。7/15～7/26に
講師自作の教材(10ページと課題提出)による自己学修2時
間と8/10に3時間の同時双方向型を行う。

大谷　千恵（教育学部教授/国際教育センター
長）

その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月10日

教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 40人

令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503362号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

玉川大学
【選択】美術・図工およびデザイン
「色彩を理解し、その活用を学
ぶ」

美術の授業において「色彩」は重要な要素と考えられる。色
の成り立ち、体系的理解、組み合わせなどを学ぶことで、デ
ザイン制作や絵画制作の指導に役立てることができる。この
講習では色彩に関する知識の修得・演習課題・指導案の作
成を通して、色彩の活用をまなぶ。なお、本講習では芸術
（美術）による社会貢献も推進するという観点から美術科教
諭以外も対象とする。7/15～7/26に講師自作の教材(8ペー
ジと課題提出)による自己学修2時間と8/11に3時間の同時
双方向型を行う。

林　三雄（芸術学部教授）
中島　千恵（芸術学部教授）

その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月11日

教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 22人

令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503363号

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

玉川大学
【選択】消費者教育を考えよう！ 
～2022年の成年年齢引き下げを
見据えて～

成年年齢が2022年4月から18歳となる。親の同意なくクレ
ジットカードの作成やローン等の契約も出来る一方で、社会
経験に乏しい若者が契約トラブルに遭った場合、未成年者
のような法的保護の対象ではなくなる。本講習では教育現
場に係る全ての教員を対象に、若者の消費者トラブルの最
新情報を知り、主体的な判断・行動力を育むため、発達段
階に応じた消費者教育の重要性を学ぶ。教科の学習や総
合、特活等で消費者教育を取り入れるノウハウを学ぶ。【独
立行政法人国民生活センター協力講座】7/15～7/26に講師
自作教材(5ページ、動画/100分+課題提出)による自己学修
2時間と8/11に3時間の同時双方向型を行う。

西村　隆男（独立行政法人国民生活センター　
客員講師）

その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503364号

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

玉川大学
【選択】エアロビック動作を用いた
ダンスの指導法-体つくり運動か
ら表現-

小学校のリズム遊びや表現、中学校で行われる体ほぐしの
運動や体つくり運動の学習を踏まえた上で、エアロビック動
作に含まれているバランスのとれた様々なステップや床での
支持系の運動を取り入れて、楽しく体を動かしながら体つく
り運動のねらいを学習する。また、中学校のダンス領域にお
ける踊る・創る・見るといった要素を持つチーム・ダンスエア
ロビックを提案する。7/15～7/26に講師自作の教材(10ペー
ジ、動画/45分+課題提出)による自己学修2時間と8/11に3
時間の同時双方向型を行う。

武内　麻美（教育学部助教） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月11日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭(保健体
育科)、高等学校
教諭(保健体育

科)

6,000円 40人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503365号

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

玉川大学

【選択】発達障害児の見え方、聞
こえ方、考え方、対人関係の特徴
―集団活動を通して学ぶプログ
ラム―

教室の中で指導や関わりの難しい子どもたち、特に発達障
害と呼ばれている子どもたちの視覚、聴覚、情報処理の特
性やコミュニケーションのとり方の特徴を最新の認知心理学
の所見から説明します。また、あまり注目されない、発達障
害児のぎこちなさについても知見を紹介します。具体的な対
応を、学校心理学における一次的援助サービスの多くの具
体例を理論と併せて紹介すると同時に、運動を中心とした集
団活動プログラムを実際に体験しながら、その子どもたちの
理解と具体的な指導方法を深めます。　
7/15～7/26に講師自作教材(10ページ、動画/70分+課題提
出)による自己学修2時間と8/12に3時間の同時双方向型を
行う。

安藤　正紀（教職大学院教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月12日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円 50人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503366号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

玉川大学

【選択】「郷土の音楽」の指導法　
―生活と音・音楽・音楽文化との
つながりを捉える教材開発と実
践ー

「郷土の音楽」の種類や内容を理解し「音楽探訪：フィールド
ワーク」や教材化、授業に取り入れる方法を捉える。自分の
地元：地域の郷土の音楽探訪し、情報交換し、生活や音・音
楽・音楽文化との繋がりを理解する。【表現：器楽】江戸の祭
囃子：葛西囃子を教材に、口唱歌や代用楽器（新聞紙で作
る和太鼓の撥、家庭生活の中にあるものによる締め太鼓と
当り鉦、リコーダー（または篠笛）グループ演奏する。【表現：
歌唱】の民謡や【鑑賞】の教材化した民俗芸能も体験し、「郷
土の音楽」の指導法や教材開発を実践的に学ぶ。7/15～
7/26に講師自作教材(8ページと課題提出)による自己学修2
時間と8/12に3時間の同時双方向型を行う。

清水　宏美（芸術学部教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月12日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭(音楽

科)、高等学校教
諭(音楽科)

6,000円 30人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503367号

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

玉川大学
【選択】中学校数学科における
「生徒の学びの質を高める授業
改善のポイント」

中学校学習指導要領（平成２９年告示）の全体及び数学の
内容をわかりやすく解説します。育成すべき資質・能力の３
つの柱が新たに示され、主体的・対話的で深い学びの実現
に向けた授業改善が求められています。それに対応するた
めに数学的活動の一層の充実が必要です。そこで、生徒の
学びの質を高めることを視点として、数学的活動等について
理解を深め、授業改善のポイントについて考えていきます。
また、大きく変わる学習評価についてもわかりやすく解説し
ます。7/15～7/26に講師自作(8ページと課題提出)の教材
による自己学修2時間と8/12に3時間の同時双方向型を行
う。

大串　一彦（教師教育リサーチセンター　客員教
授）

その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月12日

教諭
中学校教諭(数学

科)
6,000円 40人

令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503368号

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

玉川大学

【選択】植物を通して子どもの好
奇心を刺激してみよう－トマトの
魅力とガーデニングの起源に迫
る－

コロンブスが新大陸を発見して以来、世界で一番食べられ
る野菜になった理由を野生種や栽培トマトの写真、実物を見
て紐解き、探究心や好奇心を「植物を通して、とりわけトマト
を通して」学ぶ。本学にしかない野生種トマトや世界中のトマ
ト果実を見てその魅力に迫る。また、一般に園芸植物を育て
ることを『園芸』『ガーデニング』と呼ぶが、『園芸』とは？
『ガーデニング』の起源は何か？を学ぶ。植物に触れること
が子どもの教育上、重要であると説いたドイツと日本の先駆
的な人物についても解説する。7/15～7/26講師自作教材 
(10ページ、動画/45分+課題提出)による自己学修2時間と
8/13に3時間の同時双方向型を行う。

田淵　俊人（農学部教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月13日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学

校教諭

6,000円 70人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503369号

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

玉川大学

【選択】発達障害児の見え方、聞
こえ方、考え方、対人関係の特徴
―集団活動を通して学ぶプログ
ラム―

教室の中で指導や関わりの難しい子どもたち、特に発達障
害と呼ばれている子どもたちの視覚、聴覚、情報処理の特
性やコミュニケーションのとり方の特徴を最新の認知心理学
の所見から説明します。また、あまり注目されない、発達障
害児のぎこちなさについても知見を紹介します。具体的な対
応を、学校心理学における一次的援助サービスの多くの具
体例を理論と併せて紹介すると同時に、運動を中心とした集
団活動プログラムを実際に体験しながら、その子どもたちの
理解と具体的な指導方法を深めます。7/15～7/26に講師自
作の教材 (10ページ、動画/70分+課題提出)による自己学
修2時間と8/13に3時間の同時双方向型を行う。

安藤　正紀（教職大学院教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月13日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円 50人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503370号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

玉川大学

【選択】理科における新たな評価
法～「思考・判断・表現」「主体的
に学習に取り組む態度」の評価
について～

新学習指導要領実施に伴い評価の観点が３観点に変更に
なりました。その評価を実施するにあたり、特に課題となる
「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の評価
について理解を深め、理科の授業で具体的にどのように効
率的に評価を行うかを協議します。加えて、新学習指導要
領に対応した最新の理科教材を紹介します。
7/15～7/26に講師自作の教材(10ページと課題提出)による
自己学修2時間と8/16に3時間の同時双方向型を行う。

門倉　松雄（教師教育リサーチセンター　客員教
授）

その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月16日

教諭
中学校教諭(理
科)・中学校教諭

(理科)
6,000円 40人

令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503371号

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

玉川大学
【選択】人間の脳の働きを理解し
た教え方・人間理解から教育へ

・モチベーションを維持させる脳内メカニズム:モチベーション
はどのように生まれるのか?生徒の内発的動機づけを維持
するためには何に注意したらよいかを理解する。
・記憶に定着させるメカニズム:私たちが見たり、聞いたりす
ることは脳のどのようなメカニズムで処理されているのか?、
ヒトの認知機能、記憶学習のシステムから理解する。7/15～
7/26に講師自作の教材 (15ページと課題提出)による自己
学修2時間と8/16に3時間の同時双方向型を行う。

松元　健二（脳科学研究所 教授）
松田　哲也（脳科学研究所 教授）

その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月16日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学

校教諭

6,000円 120人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503372号

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

玉川大学
【選択】特別活動における学級活
動・ホームルーム活動の話合い
の指導法

特別活動における学級活動・ホームルーム活動の話合いの
指導方法を学ぶ。本講習では学級活動（１）、ホームルーム
活動（１）の内容を重点的に行う。学級会における様々な流
れを理解し、事前指導、計画委員会の指導、本時の展開、
論点整理の仕方、合意形成までのプロセス、振り返り、など
を理論的に学ぶだけでなく、実際の模擬学級会を通じて学
習する。これまで、学級活動・ホームルーム活動における指
導を重点的にしてきた先生方はもちろんのこと、「何をすれ
ばいいのかわからない」という先生方にもご参加いただきた
い。7/15～7/26に講師自作教材(10ページと課題提出)によ
る自己学修2時間と8/17に3時間の同時双方向型を行う。

川本　和孝（TAPセンター准教授） その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月17日

教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 30人

令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503373号

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

玉川大学
【選択】探究的な理科授業　～
JAXA宇宙教育センターとの連携
や新たな教材活用を考える～

新たな学習指導要領の理科教育のポイントとなる「探究的
な学習」について、JAXA宇宙教育センターと連携した授業
づくりを中心に体験的に学修していきます。講義では、JAXA
宇宙教育センターの研究員からの授業提案や教材の提示
をもとに、「探究的な学習」の授業がどのようにしたらできる
かを協議しながら、実際の授業作りを行います。JAXAの最
先端技術や資料の活用を含めて、今後の理科授業につい
て学修します。
7/15～7/26に講師自作の教材(10ページと課題提出)による
自己学修2時間と8/18に3時間の同時双方向型を行う。

門倉　松雄（教師教育リサーチセンター　客員教
授）

その他 6時間
令和3年7月15日～
令和3年7月26日、
令和3年8月18日

教諭
小学校教諭・中
学校教諭(理科)

6,000円 40人
令和3年5月14日～
令和3年5月24日

令03-
30186-
503374号

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

玉川大学
【選択】小・中学校をつなぐ英語
学習の実践

・小学校外国語活動・外国語科及び中学校外国語科の円滑
な接続を図った指導の在り方（講義）
・小学校外国語活動・外国語科の指導の実際（講義、演習）
・中学校外国語科の指導の実際（講義、演習）
11/17～11/29に講師自作の教材(10ページ、動画/45分+課
題提出)による自己学修2時間と12/4に3時間の同時双方向
型を行う。

福井　正仁（教師教育リサーチセンター　客員教
授）

その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月4日

教諭
小学校教諭、中
学校(英語科)教

諭
6,000円 40人

令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503375号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

玉川大学
【選択】円滑な対人関係を促進す
るためのコミュニケーション

特別活動との関連を図りながら、玉川大学で実施している
「玉川アドベンチャープログラム（TAP）」を通じて、児童・生
徒の自主的・実践的な態度の育成や、人間関係づくりに活
かせる方法を学ぶ。講習では、コミュニケーションを円滑に
図りながら、グループワークを活用した演習形式の参加型
授業を中心に展開するしていく。特に、振り返り活動に重点
をおき、日常における自分たちの生活や活動を通じて学ぶ
方法を身に付けられるようにしていく。11/17～11/29に講師
自作の教材(10ページと課題提出)による自己学修2時間と
12/4に3時間の同時双方向型を行う。

村井　伸二（TAPセンター准教授） その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月4日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭・中学
校教諭・高等学

校教諭

6,000円 30人
令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503376号

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

玉川大学
【選択】日常の中に入ってくる人
工知能。教育の現場はどう変わ
る？

マスコミで人工知能が騒がれています。しかし、すごいぞ！
という言葉を聞いても、どういうものか判りません。でも、子
ども達には説明しなければなりません。本講座では、人工知
能とは何なのか、どういう経緯で生まれたのか、これから私
たちの生活にどう入ってくるのか、さらには教育の現場には
どういう影響が表れてくるのか、といった教員も含めた私た
ちの生活に関わる人工知能について、できる限り易しく解説
します。さらに演習として、玉川大学で開発している初等教
育支援のための人工知能システムを紹介します。11/17～
11/29に講師自作教材(8ページと課題提出)による自己学修
2時間と12/4に3時間の同時双方向型を行う。

大森　隆司（工学部教授） その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月4日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学

校教諭

6,000円 15人
令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503377号

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

玉川大学
【選択】美術・図工およびデザイン
「色彩を理解し、その活用を学
ぶ」

美術の授業において「色彩」は重要な要素と考えられる。色
の成り立ち、体系的理解、組み合わせなどを学ぶことで、デ
ザイン制作や絵画制作の指導に役立てることができる。この
講習では色彩に関する知識の修得・演習課題・指導案の作
成を通して、色彩の活用をまなぶ。なお、本講習では芸術
（美術）による社会貢献も推進するという観点から美術科教
諭以外も対象とする。11/17～11/29に講師自作の教材(8
ページと課題提出)による自己学修2時間と12/4に3時間の
同時双方向型を行う。

林　三雄（芸術学部教授）
中島　千恵（芸術学部教授）

その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月4日

教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 22人

令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503378号

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

玉川大学
【選択】「国語の指導が難しい！」
と感じている先生のための国語
教室

新学習指導要領の趣旨を生かした国語科指導法について
理解を深める。
・主体的・対話的で深い学びが実現する国語科の授業づくり
について、演習を通して具体的に学ぶ。（発問、板書、ノート
指導など）
・国語の見方・考え方を働かせた授業づくり、言語活動の充
実を図る授業づくり、教科横断型の授業づくりを具体的な教
材を基に考える。
11/17～11/29に講師自作の教材(10ページと課題提出)によ
る自己学修2時間と12/4に3時間の同時双方向型を行う。

神田　しげみ（教師教育リサーチセンター　客員
教授）

その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月4日

教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503379号

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

玉川大学
【選択】「見えないものが見えてく
る」新しい理科授業デザイン

・新学習指導要領のキーワードを読み解き、見方・考え方を
働かせて問題解決の力を育む理科授業のデザインを、実践
を通して学ぶ。
・イメージ図の描き方と評価の仕方　
・観察・実験等を通して、問題解決の力を育む授業づくりに
ついて学ぶ。
・A「物質・エネルギー」、B「生命・地球」の単元を通して、見
方・考え方を働かせる授業づくりについて学ぶ。
11/17～11/29に講師自作の教材による自己学修(5ページ、
動画/40分+課題提出)2時間と12/5に3時間の同時双方向型
を行う。

有馬　武裕（教師教育リサーチセンター　客員教
授）
八嶋　真理子（教師教育リサーチセンター　客員
教授）

その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月5日

教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503380号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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令和３年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

玉川大学
【選択】消費者教育を考えよう！ 
～2022年の成年年齢引き下げを
見据えて～

成年年齢が2022年4月から18歳となる。親の同意なくクレ
ジットカードの作成やローン等の契約も出来る一方で、社会
経験に乏しい若者が契約トラブルに遭った場合、未成年者
のような法的保護の対象ではなくなる。本講習では教育現
場に係る全ての教員を対象に、若者の消費者トラブルの最
新情報を知り、主体的な判断・行動力を育むため、発達段
階に応じた消費者教育の重要性を学ぶ。教科の学習や総
合、特活等で消費者教育を取り入れるノウハウを学ぶ。【独
立行政法人国民生活センター協力講座】11/17～11/29に講
師自作教材(5ページ、動画/100分+課題提出)による自己学
修2時間と12/5に3時間の同時双方向型を行う。

西村　隆男（独立行政法人国民生活センター　
客員講師）

その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503381号

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

玉川大学
【選択】小学校英語の授業づくり
と評価：小中一貫の視点を見据
えて

小中一貫教育の視点から新学習指導要領に基づく小学校
英語の授業づくり、指導法につき実践的な演習を行う。小中
一貫教育の観点も考慮し、「評価」の仕方を解説すると共
に、児童の発表例をもとに評価のつけ方の演習を行う。３，
４年生:移行教材Let’s Try!とこれに【プラスα】した教え方、
５，６年生:複数の教科書を参考にし、研究校の例を挙げ、明
日の授業に役立つ具体的なActivityや発表の仕方を紹介。
クラスルームイングリッシュを交えながら教科横断型の英語
の授業を紹介する。11/17～11/29に講師自作教材(20ペー
ジ、動画/35分+課題提出)による自己学修2時間と12/5に3
時間の同時双方向型を行う。

佐藤　久美子（教職大学院教授） その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月5日

教諭
小学校教諭・中
学校(英語科)教

諭
6,000円 50人

令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503382号

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

玉川大学
【選択】エアロビック動作を用いた
ダンスの指導法-体つくり運動か
ら表現-

小学校のリズム遊びや表現、中学校で行われる体ほぐしの
運動や体つくり運動の学習を踏まえた上で、エアロビック動
作に含まれているバランスのとれた様々なステップや床での
支持系の運動を取り入れて、楽しく体を動かしながら体つく
り運動のねらいを学習する。また、中学校のダンス領域にお
ける踊る・創る・見るといった要素を持つチーム・ダンスエア
ロビックを提案する。11/17～11/29に講師自作の教材(10
ページ、動画/45分+課題提出)による自己学修2時間と12/5
に3時間の同時双方向型を行う。

武内　麻美（教育学部助教） その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月5日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭(保健体
育科)、高等学校
教諭(保健体育

科)

6,000円 40人
令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503383号

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

玉川大学
【選択】博物館を利用した教育プ
ログラムと資料の活用法

この講習では博物館の役割や活動を理解し、学校教育との
連携、および博物館資料の活用という面から、博物館にお
ける学びの機能と資料を活用した教育プログラムの可能性
を探っていく。また理論面での講義のほか、教育博物館で
のワークショップやグループワークをもとに博物館の教育活
動を具体的に体験することで、博物館と学校教育に関する
今後の展望について共に考えていきたい。11/17～11/29に
講師自作の教材(10ページ、動画/45分+課題提出)による自
己学修2時間と12/11に3時間の同時双方向型を行う。

柿﨑　博孝（教育博物館教授）
宇野　慶（教育博物館准教授）
栗林　あかね（教育博物館講師）

その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月11日

教諭
小学校教諭、中

学校教諭
6,000円 20人

令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503384号

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

玉川大学
【選択】算数ーわかる、できる、楽
しむ授業づくりー

算数科における問題解決型の学習を通し、「問題・主発問・
課題」の関係を明らかにし、児童の反応を予想しながら指導
と評価と支援の在り方を追究する。11/17～11/29に講師自
作の教材(8ページと課題提出)による自己学修2時間と
12/11に3時間の同時双方向型を行う。

菅野　宏隆（教職大学院教授） その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月11日

教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503385号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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対象職

種
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玉川大学

【選択】植物を通して子どもの好
奇心を刺激してみよう－トマトの
魅力とガーデニングの起源に迫
る－

コロンブスが新大陸を発見して以来、世界で一番食べられ
る野菜になった理由を野生種や栽培トマトの写真、実物を見
て紐解き、探究心や好奇心を「植物を通して、とりわけトマト
を通して」学ぶ。本学にしかない野生種トマトや世界中のトマ
ト果実を見てその魅力に迫る。また、一般に園芸植物を育て
ることを『園芸』『ガーデニング』と呼ぶが、『園芸』とは？
『ガーデニング』の起源は何か？を学ぶ。植物に触れること
が子どもの教育上、重要であると説いたドイツと日本の先駆
的な人物についても解説する。11/17～11/29講師自作教材 
(10ページ、動画/45分+課題提出)による自己学修2時間と
12/12に3時間の同時双方向型を行う。

田淵　俊人（農学部教授） その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月12日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学

校教諭

6,000円 70人
令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503386号

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

玉川大学

【選択】発達障害児の見え方、聞
こえ方、考え方、対人関係の特徴
―集団活動を通して学ぶプログ
ラム―

教室の中で指導や関わりの難しい子どもたち、特に発達障
害と呼ばれている子どもたちの視覚、聴覚、情報処理の特
性やコミュニケーションのとり方の特徴を最新の認知心理学
の所見から説明します。また、あまり注目されない、発達障
害児のぎこちなさについても知見を紹介します。具体的な対
応を、学校心理学における一次的援助サービスの多くの具
体例を理論と併せて紹介すると同時に、運動を中心とした集
団活動プログラムを実際に体験しながら、その子どもたちの
理解と具体的な指導方法を深めます。11/17～11/29に講師
自作教材(10ページ、動画/70分+課題提出)による自己学修
2時間と12/12に3時間の同時双方向型を行う。

安藤　正紀（教職大学院教授） その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月12日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円 50人
令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503387号

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

玉川大学

【選択】「郷土の音楽」の指導法　
―生活と音・音楽・音楽文化との
つながりを捉える教材開発と実
践ー

「郷土の音楽」の種類や内容を理解し「音楽探訪：フィールド
ワーク」や教材化、授業に取り入れる方法を捉える。自分の
地元：地域の郷土の音楽探訪し、情報交換し、生活や音・音
楽・音楽文化との繋がりを理解する。【表現：器楽】江戸の祭
囃子：葛西囃子を教材に、口唱歌や代用楽器（新聞紙で作
る和太鼓の撥、家庭生活の中にあるものによる締め太鼓と
当り鉦、リコーダー（または篠笛）グループ演奏する。【表現：
歌唱】の民謡や【鑑賞】の教材化した民俗芸能も体験し、「郷
土の音楽」の指導法や教材開発を実践的に学ぶ。11/17～
11/29講師自作教材(8ページと課題提出)による自己学修2
時間と12/12に3時間の同時双方向型を行う。

清水　宏美（芸術学部教授） その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月12日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭(音楽

科)、高等学校教
諭(音楽科)

6,000円 30人
令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503388号

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

玉川大学

【選択】児童・生徒１人１台端末に
対応した理科指導法の工夫　～
クラウドを活用した授業づくりの
基本～

文部科学省のGIGAスクール構想により、児童・生徒１人１台
の端末が実現してきている。これを活用するための、クラウ
ドを活用した授業作りの基本について学修する。具体的に
は、クラウド上のGoogleアプリを活用した共同作業や意見交
換の方法、クラウド上にある思考ツールを活用した授業法な
どを体験し、授業への活用を考える。さらに、Web会議シス
テムを使った遠隔授業の方法についても検討を行う。11/17
～11/29に講師自作の教材(5ページ、動画/40分+課題提
出)による自己学修2時間と12/12に3時間の同時双方向型
を行う。

門倉　松雄（教師教育リサーチセンター　客員教
授）

その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月12日

教諭
小学校教諭(理
科)・中学校教諭

(理科)
6,000円 40人

令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503389号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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玉川大学
【選択】地図＆地球儀の指導力
がアップすれば社会科が面白く
なる

新しい学習指導要領において社会科は地図帳を3年より配
付することになった。しかし地図指導に関しては教師間でか
なりの力量の差が認められることから、研修を通してその指
導法を習得する必要がある。本講習においては最新の知見
にたって、生活科から社会科への移行指導に始まり,社会科
地域学習と地図活用、地図帳の利用、地球儀指導などに関
して授業場面を想定しながら具体的に解説する。11/17～
11/29に講師自作の教材:(10ページと課題提出)による自己
学修2時間と12/12に3時間の同時双方向型を行う。

寺本　潔（教育学部教授） その他 6時間
令和3年11月17日～
令和3年11月29日、
令和3年12月12日

教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
503390号

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

帝京大学
【選択】工業科教育と理科教育に
役立つ工学実験

講習1日目に以下の実験を行い、レポートを作成し提出す
る。
講習2日目に実験内容のパワーポイントを作成し、実験内容
のプレゼンテーションをおこなう。
放射線の観察および計測実験を体験し、実験の基本原理を
理解する力、結果をとりまとめる力、発表する力を高めること
ができる。

橋本　敬三（理工学部教授）
栃木県宇都宮
市

12時間
令和3年7月29日～
令和3年7月30日

教諭

中学校教諭・高
等学校教諭（技

術科、工業科、理
科）向け

12,000円 4人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30190-
504496号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

帝京大学 【選択】食品の機能と製造

１．摂取することにより疾病の予防、改善が期待できる代表
的な機能性食品の作用を説明し、機能を表示することがで
きる保健機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品制度
の役割と現状についての講義を行います。
２．代表的な乳製品であるチーズの栄養学的な特徴および
製造法について説明後、チーズ作り実習を行います。

古賀　仁一郎（理工学部教授）
榎元　廣文（理工学部准教授）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校・高等学
校の理科担当教

諭向け
8,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30190-
504497号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

帝京大学 【選択】整数論と暗号

本講習では、公開鍵暗号のひとつであるＲＳＡ暗号の仕組
みを理解するために必要な整数についての知識を整理した
後に、ＲＳＡ暗号の仕組みを学びます。さらに、電卓を用い
てできる範囲で、ＲＳＡ暗号の暗号化と復号を行い、理解を
深めます。
高等学校数学科に設けられている「整数の性質」について
発展的に学び、より高いレベルから授業を実施できるような
知識を身に付けることを目標とします。

渡辺　隆治（理工学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校・高等学

校教諭（数学、情
報）向け

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30190-
504498号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

帝京大学
【選択】キャリア教育の基礎を学
ぶ

本講習は、キャリア教育の意義について学ぶという基礎的
な内容である。具体的には、中学校・高等学校におけるキャ
リア教育・進路指導の現状での問題点を話し合う。また、社
会で求められる人材像をふまえて、新学習指導要領におけ
るキャリア教育の目標やその有効性についての理解を深
め、今後のキャリア教育・進路指導に役立てることを目的と
する。この講習はグループディスカッション形式で行う。

横山　明子（理工学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校・高等学

校教諭向け
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30190-
504499号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

帝京大学
【選択】『主体的・対話的で深い学
び』を「ＮＩＥ（教育に新聞を）」と
「学際的学習」を通して体感する

本講座では、「まわしよみ新聞」「えんたくんダイアローグ」を
通して、主体的で対話的な学びを体感いたします。また、深
い学びを共に考える材料として、講師自身が中等教育学校
時代に深い学びを希求して実践した「学際的学習」の一端を
紹介いたします。最後に一日の講習を終えての感想を新聞
投稿形式にまとめ提出していただきます。

古家　正暢（経済学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月10日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30190-
504500号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

帝京大学
【選択】低級言語でのプログラミン
グ超入門

コンピュータが直接実行するプログラムがどのようなもの
か、コンピュータでどのように実行されるのかを学ぶ。具体
的には、情報技術者の国家試験で採用されているCASLⅡ
という低級言語で書かれた簡単なプログラムの動作を説明
できるようになることを目標とする。プログラムの作成は行わ
ない。小学校でプログラミング教育が必修となり、プログラミ
ング教育への注目が高まる中、受講者の「プログラミング的
思考」の力を向上を図る。

渡辺　博芳（理工学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 16人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30190-
504501号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
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帝京大学
【選択】３次元CAD/CAMによるも
のづくりと設計

ものづくりは製品設計、加工、組立、検査の過程を経ます
が、生産効率を図るためには、最初の段階の設計データを
有効に活用する必要があります。このためCAD/CAM技術
が発展してきましたが、近年になってCADモデリングの３次
元化が容易になり、ものづくりの各過程がより高度化されて
きました。講習では、ものづくりの概要、CAMデータの作成な
どについて講義します。なお、筆記試験により理解度を評価
します。

頃安　貞利（理工学部教授）
栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年8月23日 教諭
高等学校教諭
（工業科、情報

科）向け
10,000円 4人

令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30190-
504502号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

帝京大学
【選択】学校現場で必要なコン
ディショニングと救急処置の知識
と技術

学校現場の体育授業や運動部活動指導、保健室対応等の
場面を想定して、最低限必要だと考えられる緊急時と外傷
時の救急対応ができる実践力と怪我予防を目的としたコン
ディショニング方法を習得することを目指します。具体的に
救急対応では、心肺蘇生法、頭頸部外傷時の対応、怪我の
評価方法、外傷発生時対応など、コンディショニングでは、
怪我予防のためのセルフコンディショニング方法、テーピン
グなど講義と実習形式で実施します。

剱持　佑起（医療技術学部講師）
栃木県宇都宮
市

12時間
令和3年8月26日～
令和3年8月27日

教諭
養護教

諭

全教諭、養護教
諭

20,000円 21人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30190-
504503号

028-627-7121
https://www.teikyo-
u.ac.jp/index.html

東海大学
【選択】情報リテラシーと情報倫
理

効果的な講義を行うためには情報リテラシーの知識は必須
となっている。また、生徒にコンピュータを操作させながら行
う授業も多くなっている。そこで本講義では最も多用されて
いるともいえる、ワード・エクセル・パワーポイントの使い方
について、初歩的な使用法から実践的な使用法まで幅広く
学ぶ。また、デジタル教材を使用するにあたり、情報倫理と
して注意が必要な点についても説明する。

木村　達洋（基盤工学部准教授）
鳥居　徹也（基盤工学部准教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月3日 教諭
小学校、中学校
および高等学校
全教科教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月19日～
令和3年6月30日

令03-
30192-
505615号

096-382-1141　
(内線： 5113)

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

東海大学
【選択】作物として植物を利用す
る

サツマイモやイネ、果物などを例に作物の繁殖について学
ぶとともに、健康に役立つ機能性成分などについて学びま
す。講義と実習で楽しみながら、理科教育・総合的な学習・
農業教育など、小学校・中学・高校の教育に役立つ知識と、
食品栄養に関わる機能性成分に関する知識を身につけて
頂きます。

阿部　淳（農学部教授）
安田　喜一（農学部特任講師）

熊本県阿蘇郡
南阿蘇村

6時間 令和3年8月3日
教諭

栄養教
諭

小学校・中学校・
高等学校理科教
諭、高等学校農
業教諭、及び栄
養教諭（他教科

教諭も受講可能）

6,000円 30人
令和3年4月19日～
令和3年6月30日

令03-
30192-
505616号

096-382-1141　
(内線： 5113)

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

東海大学 【選択】子どもの心を開く

本講座においては、これからSociety5.0が目指すICT社会に
おける子どもの発達と心理的変化の関係について、幼児期
の母子間の環境、少年から青年期の教育現場における人
間関係と心理発育、ストレスの発生と回避事例を紹介する。
このことによって子どもの心を開き快適な教育環境を構築す
るために理解しておくべき課題を解説する。また最近のグ
ローバル教育の流れを汲んで、英語ゲームを通したアイス
ブレーキングの手法も紹介する。

八尋　剛規（経営学部教授）
一井　武幸（課程資格教育センター教授）
ラップ　マイケル　ジェームズ（国際教育センター
専任講師）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月5日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校全教科教諭向

け

6,000円 30人
令和3年4月19日～
令和3年6月30日

令03-
30192-
505617号

096-382-1141　
(内線： 5113)

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

東海大学
【選択】子どものやる気と元気を
引き出そう

本講習においては、発育発達期における子どもの身体的・
心理的特徴についての基礎知識を確認する。その中でも、
子どもの「運動」「遊び」に着目し、「からだ」と「心」の発達に
与える影響についてスポーツ心理・運動生理学的側面から
捉え解説し、最新の研究報告についても紹介する。また、実
際の指導現場でどのような「運動」「遊び」を行うべきか、ど
のような指導がこどもの「やる気」と「元気」を引き出せるの
か、環境要因（物理的環境、心理社会的環境）も含め、解説
する。

田中　靖久（東海大学短期大学部児童教育学
科准教授）
笠井　妙美（経営学部講師）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月4日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校全教科教諭向

け

6,000円 30人
令和3年4月19日～
令和3年6月30日

令03-
30192-
505618号

096-382-1141　
(内線： 5113)

https://www.u-
tokai.ac.jp/
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東京家政大学
【選択】家庭科の授業づくりと教
材化の視点

小・中・高校生が日常生活を振り返り、課題意識を持って学
習に取り組み、生活を改善向上することができる実践的態
度を育成するための学習内容と方法を学ぶ。今年度は食生
活・衣生活・保育・家族分野から課題にアプローチするととも
に、生活を総合的に捉える題材開発を体験し、家庭科の独
自性を活かした授業づくりへの展望を待つ。いずれの内容
も講義と演習から成り、小・中・高・特別支援学校の男女教
員を対象とする。

青木　幸子（短期大学部教授）
石田　恭嗣（家政学部教授）
加藤　和子（家政学部准教授）
佐藤　吉朗（家政学部教授）
土屋　京子（短期大学部教授）
平野　順子（短期大学部准教授）
堀　科（家政学部准教授）
塚本　美起子（短期大学部准教授）
杉野　公子（家政学部准教授）

東京都板橋区 18時間
令和3年8月18日～
令和3年8月20日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校　家庭

科教諭

18,500円 40人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
30198-
505472号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学 【選択】小学校教諭実践講座

小学校の基本的な教科である国語科・算数科を学習指導要
領との関連をふまえて、理論と実践の両面から学ぶ。また、
小学校教育の大きな課題となっている道徳教育・特別支援
教育についても、適切な指導ができるような力をつけること
を目ざしたい。具体的な指導法に力点をおいて、明日の授
業に役立つようにしたい。いずれの講師も現場での経験が
豊富である。

阿部　藤子（家政学部准教授）
石田　淳一（家政学部教授）
走井　洋一（家政学部教授）
半澤　嘉博（家政学部教授）

東京都板橋区 18時間
令和3年8月18日～
令和3年8月20日

教諭 小学校教諭 18,000円 24人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
30198-
505473号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学
【選択】保育のリフレッシュとスキ
ル・アップ講座

「遊びの充実と環境構成」「乳幼児期から幼児期への発達を
ふまえた保育」「気になる子への理解と援助」といった幼稚
園教育にかかわる基本的な事項を講義形成で確認すると
共に、保育技能のレベルアップと保育内容の充実を図るた
めに、造形・音楽・演劇の各表現分野よりそのポイントと実
践における展開例を演習形式にて学ぶ。

石川　昌紀（短期大学部准教授）
佐藤　康富（短期大学部教授）
花輪　充（家政学部教授）
細田　淳子（家政学部教授）
堀　科（家政学部准教授）
前田　和代（家政学部講師）
森田　浩章（家政学部准教授）

東京都板橋区 18時間
令和3年8月18日～
令和3年8月20日

教諭 幼稚園教諭 18,000円 60人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
30198-
505474号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学 【選択】多彩な造形表現

年々多様化している美術表現を様々な手法による作品制作
を通じて習得・理解しようとするものである。
立体造形・育ちのための表現・ICTとデザインの３分野とす
る。
具体的には作品制作は次の活動をする。立体造形はステン
ドグラスの制作、育ちのための表現は小学生の表現や鑑賞
に関わる活動を行い、ICTとデザインではコンテンツの教材
作成の基礎を行います。

有馬　十三郎（家政学部教授）
岡田　京子（家政学部教授）
豊田　聡朗（家政学部准教授）

東京都板橋区 18時間
令和3年8月18日～
令和3年8月20日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校　美術

科教諭

20,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
30198-
505475号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学
【選択】最新の英語教育の理論と
実践

文部科学省学習指導要領への理解を深めるとともに、英語
教育理論等の最新情報に触れながら効果的な指導方法を
研修する。特に、小学校と中学校の英語指導における連携
や、中学校・高校での「英語による英語授業」を研修の中心
的なテーマとして設定する。
最終日には研修に基づく実践発表や意見交換を行い、実践
と理論との融合を図り、成果を全員が共有する。

太田　洋（人文学部教授）
小泉　仁（人文学部教授）
田頭　憲二（人文学部准教授）
長沼　君主（東海大学　外国語教育センター准
教授）

東京都板橋区 18時間
令和3年8月18日～
令和3年8月20日

教諭
中学校・高等学
校　英語科教諭

18,000円 25人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
30198-
505476号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学
【選択】教育にかかわる情報処理
基礎

生徒に関する情報を管理したり、授業を行う上で活用できる
パソコンのデータ処理について、初歩的な内容を学びます。
具体的には、生徒にまつわるデータをパソコンで集計しグラ
フで見やすく可視化する方法、アンケート調査の基礎とExcel
を用いた簡単な統計処理、およびPowerpointを用いた教材
作成の基礎を学びます。

平野　真理（人文学部講師） 東京都板橋区 6時間 令和3年8月18日 教諭
小学校・中学校・
高等学校　教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
30198-
505477号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学 【選択】化学ってどんな科学

化学とは様々な物質の構造や性質を探索する学問であり、
実験を通してそれらの理解を深めることができる。本講座で
は、食品添加剤の検出をテーマにして実験実習を行い、基
礎的な実験技術を習得することを目的とする。また、実験に
伴う事故の応急措置についても講義する。

井上　宮雄（家政学部准教授） 東京都板橋区 6時間 令和3年8月19日 教諭
中学校・高等学
校　理科教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
30198-
505478号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp
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東京家政大学
【選択】中学校高等学校理科の
生命分野新単元

中高理科の生命分野新単元の内容を確認し、特に生物多
様性と保全について、教員が生物学の視点から説明・指導
できること及び、この分野において生徒に自由研究を指導
する力をも養う。生物の多様性を観察する様々な方法を実
践し、観察される生物の分類と同定法を学ぶ。また個々の
種の関連性の考察を通して、生態系を理解させる手法を確
認する。

片田　真一（家政学部講師） 東京都板橋区 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校・高等学
校　理科教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
30198-
505479号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学
【選択】小学校理科学習における
問題解決の力を育成する授業づ
くり

子供たちが自然の事物・現象に親しむ中で興味・感心をも
ち、そこから問題を見いだし、予想や仮説を基に観察・実験
などを行い、結果を整理し、その結果を基に結論を導きだす
といった問題解決の過程の中で、問題解決の力が育成され
ます。各学年で育成を目指す問題解決の力を中心に、主体
的・対話的で深い学びを促す授業づくりについて、観察・実
験の実技とともに効果的な指導法を確認していきます。

関根　正弘（家政学部准教授） 東京都板橋区 6時間 令和3年8月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
30198-
505480号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学
【選択】体つくり運動の理解と実
践

体つくり運動は特定の運動様式が定まっていないため教員
の教材研究や工夫が必要となります。そこで、その一助とな
るように「Gymnastik」「レクゲーム（アイスブレイク）」などをと
りあげたくさんの具体的運動事例を紹介したい。
また、様々な「レクリエーション」は移動教室や学級活動の時
のプログラムとしてとりあげることができますので、体育ばか
りではなく特別活動へも応用してください。

木村　博人（家政学部教授） 東京都板橋区 6時間 令和3年8月18日 教諭 小学校教諭 6,500円 16人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
30198-
505481号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京家政大学
【選択】SDGsの視点からみる気
候変動教育の教科への導入につ
いて

昨今の地球温暖化や気候変動による災害の増加などのグ
ローバルな問題の解決に向け、国連総会で「持続可能な開
発目標（SDGs）」が採択されました。また、新学習指導要領
においても「持続可能な社会の作り手の育成」が求められて
います。本講座ではアクティブ・ラーニング及びナッジ等の先
進的な行動科学の知見を用い、気候変動教育や省CO2対
策、SDGs教育を念頭に置き、各科目および総合的な学習・
探求の時間に容易に導入できるよう講義と演習、実験を通
して学びます。

赤石　記子（家政学部講師）
三神　彩子（家政学部非常勤講師）

東京都板橋区 6時間 令和3年8月20日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校　家庭
科・理科・社会・
保健体育　教諭

8,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年4月22日

令03-
30198-
505482号

03-3961-5280
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東邦大学
【選択】伊豆諸島の生物、その進
化と生態の学び方

伊豆諸島の生物を対象にしたフィールドワークを行い、身近
な島々において島の生物の具体的な進化が観察できること
を学ぶ。形態計測や行動観察で得られたデータを解析して
地理的変異の実態を把握し、野外調査で進化を学ぶ教材
の開発につなげる。

長谷川　雅美（理学部生物学科教授）
下野　綾子（理学部生物学科講師）

東京都神津
島・伊豆大島

18時間
令和3年7月16日～
令和3年7月19日

教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

80,000円 10人

令和3年4月20日～
令和3年6月11日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付期間：4月30日

～6月11日」　)

令03-
30218-
503454号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html

東邦大学
【選択】教育相談、学級経営に活
かすカウンセリング

一日目は、ＮＬＰ（神経言語プログラミング）の概論を学び、
教師自身の自己理解の深化（行動特徴の理解等）と生徒理
解（アセスメント含む）の仕方のコツを修得する。二日目は、
特別な支援を必要とする児童・生徒、おもに発達障害、性的
マイノリティの生徒への理解と支援について基礎的な知識を
学ぶ。三日目は、日頃の教育相談に活かせる事例研究。ア
セスメントシートの活用やインシデントプロセス法など、手軽
にできる事例検討の方法を学ぶ。３日間とも、内容的には独
立したものになっている。

新保　幸洋（理学部教養科教育学教室・教員養
成課程教授）
樫木　啓二（理学部教員養成課程非常勤講師）
石川　悦子（理学部教員養成課程非常勤講師）

千葉県船橋市 18時間
令和3年8月14日～
令和3年8月16日

教諭
養護教

諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

（全教科）、養護
教諭、特別支援

学校教諭

18,000円 25人

令和3年4月20日～
令和3年6月11日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付期間：4月30日

～6月11日」　)

令03-
30218-
503455号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html
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東邦大学
【選択】お酒の感受性を遺伝子で
調べようー遺伝子多型分析の基
礎ー

体質の個人差を遺伝子から調べる遺伝子診断の基礎を学
び実践します。微量な生体試料からDNAを抽出し、PCR法で
アルコール脱水素酵素1B遺伝子とアルデヒド脱水素酵素２
遺伝子を増幅し、制限酵素で切断して断片長多型を電気泳
動で分析します。いずれもアルコール代謝経路の酵素遺伝
子であり、参加者の遺伝的な飲酒感受性がわかります。

佐藤　浩之（理学部生物分子科学科教授） 千葉県船橋市 6時間 令和3年8月17日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 18人

令和3年4月20日～
令和3年6月11日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付期間：4月30日

～6月11日」　)

令03-
30218-
503456号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html

東邦大学 【選択】光合成色素の分離分析

植物の葉から、光合成色素を分離し、光化学的性質につい
て調べる。分離には薄層クロマトグラフィーを用い、吸光分
光光度計を用いて、各色素の吸収スペクトルを測定する。ク
ロマトグラフィーの原理及び、光合成色素の構造と光物性に
ついて学ぶ。

齋藤　敦子（理学部生命圏環境科学科教授） 千葉県船橋市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 15人

令和3年4月20日～
令和3年6月11日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付期間：4月30日

～6月11日」　)

令03-
30218-
503457号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html

東邦大学
【選択】リーマン積分と分数階微
分

分数階微分とは、必ずしも整数とは限らない階数での微分
である。1階微分、2階微分といった整数階微分を高校や大
学で学ぶ。整数が実数へと数の世界を広げられたように、
微分も整数階から実数階に拡張したものが知られている。
実数にまでその階数を広げた分数階微分について学ぶ。分
数階微分を定義する際にリーマン積分を用いる。リーマン積
分は、通常、大学一年生で学ぶ。また、リーマン積分も分数
階微分も関数に対して行われる計算である。講習ではまず
基本的な関数やリーマン積分を見直した後に、分数階微分
について学ぶ。

豊田　昌史（理学部情報科学科教授） 千葉県船橋市 6時間 令和3年8月21日 教諭
中学校・高等学
教諭（数学科・情

報科）
6,000円 20人

令和3年4月20日～
令和3年6月11日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付期間：4月30日

～6月11日」　)

令03-
30218-
503458号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html

東邦大学 【選択】光と色を分ける化学

光や色の変化を目で見て直接確認できる実験は、子どもや
初学者にとってもわかりやすい演示であると考えられる。本
講習では、光の三原色と色の三原色を中心とした光学現象
と、化学物質の発光や呈色の関係について基礎から解説す
る。また、ペーパークロマトグラフィーによる色素の分離実験
を題材にして、ドラッグストアやホームセンターで入手可能な
物品の化学実験への利用に関する実習を行う。

森田　耕太郎（理学部化学科准教授） 千葉県船橋市 6時間 令和3年8月24日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 20人

令和3年4月20日～
令和3年6月11日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付期間：4月30日

～6月11日」　)

令03-
30218-
503459号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html

東邦大学
【選択】原子・分子が織りなす世
界

講義「原子・分子が織りなす世界」では、「原子・分子の発
見」を中心とした物理学の歴史を紐解きながら古典物理学
から現代物理学への発展を、原子・分子が起こす身近な現
象なども例にとり学んでいく。後半では、原子・分子に関連し
たいくつかの展示実験、体験実験を通じて身近にある原子
分子の存在を体感することで自然現象の真の姿について理
解を深めながら、生徒とともに行う実験として授業での取り
入れ方も考えたい。

古川　武（理学部物理学科講師） 千葉県船橋市 6時間 令和3年8月27日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 12人

令和3年4月20日～
令和3年6月11日

(備考　「卒業生・教育
連携市立校・教育連携
校の先行受付期間：4
月20日～4月26日」「一
般受付期間：4月30日

～6月11日」　)

令03-
30218-
503460号

047-472-7260
https://www.lab.toho-
u.ac.jp/sci/teaching_cer
up/index.html

桐朋学園大学
【選択】声楽指導法、作曲・編曲
法の基礎

本講座では、音楽教師に必須とされる声楽技法と作曲・編
曲法の基礎的事項を実践的に学ぶことを目的とする。
前半は、２名の声楽家が日本歌曲（瀧廉太郎、成田為三の
作品）、イタリア古典声楽歌曲（「Caro mio ben」）を題材とし
て発声法・発語法等について、実演を交えながら解説する。
後半は、２名の作曲家が担当する。新学習指導要領により
ICT教育が推進される中、「作曲とコンピュータ」に関する最
新の研究と実践と、中学・高校の合唱曲および器楽曲編曲
の基礎的な書法について、分析・解説を交えながら、演習形
式で学ぶ。

宮本　益光（准教授）
腰越　満美（教授）
金子　仁美（教授）
鈴木　輝昭（教授）

東京都調布市 6時間 令和3年7月30日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高等学校教
諭（音楽）

8,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30219-
505374号

042-444-7055
https://www.tohomusic
.ac.jp/college/index.ht
ml
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桐朋学園大学
【選択】ピアノ表現技法、指揮法、
音楽鑑賞教育の基礎

本講座では、音楽教師に必須とされるピアノ表現技法と指
揮法、楽曲分析の基礎的事項を実践的に学ぶことを目的と
する。
前半は、２名のピアニストを講師にむかえ、奏者としてのス
テージ上での心構えや音楽を表現するうえでの身体性につ
いて、実演を交えながら解説する。
後半は、音楽鑑賞教育と指揮法を学ぶ。音楽鑑賞教材とし
てシューベルトの歌曲《魔王》を取り上げ、音楽学者の立場
から近年の研究も踏まえた作品分析・解説を行う。指揮法で
は、楽譜の読み方、２台ピアノを使用したオーケストラ曲を
指揮するレッスンを体験しながら、基礎的技法を確認する。

高橋　多佳子（講師）
廻　由美子（教授）
安田　和信（准教授）
村上　寿昭（講師）

東京都調布市 6時間 令和3年7月31日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高等学校教
諭（音楽）

8,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30219-
505375号

042-444-7055
https://www.tohomusic
.ac.jp/college/index.ht
ml

桐朋学園大学
【選択】音感教育の基礎、特別支
援教育

本講座では、音楽指導者に必要な音感教育をテーマとした
基礎理論と応用、特別支援教育を学ぶことを目的とする。
まず、ピアノ技術者の視点から、音楽における「良いピアノ」
の条件についての基礎的事項を音響学的に解説する。次
に、ソルフェージュ教育の専門家２名による講義と演習を行
う。ソルフェージュ教育方法論の紹介と考察、受講者のソル
フェージュ能力のブラッシュアップを目指すことを目的とす
る。最後に、学校において特別支援教育の対象となりうる子
どもに有用な音楽的アプローチについての概説を行う。

森山　智宏（准教授）
大橋　浩子（教授）
杵鞭　広美（准教授）

東京都調布市 6時間 令和3年8月1日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（音

楽）、高等学校教
諭（音楽）

8,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月25日

令03-
30219-
505376号

042-444-7055
https://www.tohomusic
.ac.jp/college/index.ht
ml

文京学院大学
【選択】領域「環境」における遊び
の視点からの実践的考察

領域「環境」においては、幼児の自然認識や社会認識、文
字・数量等、幅広い分野を対象とします。そしてそれら幼児
の環境認識の土台となるものは、やはり幼児の主体的な遊
びになります。そこで、まずは遊びの意義について理解を深
めます。つぎに実際の遊びの事例分析を通して、保育者の
具体的な援助について検討します。

木村　学（人間学部准教授）
埼玉県ふじみ
野市

6時間 令和3年8月18日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年7月16日

令03-
30237-
505730号

049-266-0253
https://www.u-
bunkyo.ac.jp/center/te
aching-profession/

文京学院大学
【選択】特別な支援を要する幼児
の理解と支援

講習内容「特別な支援を要する幼児の理解と支援」をテーマ
として、共生の理念に基づく保育の理念、個別の幼児の理
解、発達の障害等、発達に応じた実態把握と評価、個別の
支援計画と配慮、保護者・他機関との連携を扱い、この領域
の実践に必要となる基礎的な理解を目指す。

柄田　毅（人間学部教授）
埼玉県ふじみ
野市

6時間 令和3年8月19日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年7月16日

令03-
30237-
505731号

049-266-0253
https://www.u-
bunkyo.ac.jp/center/te
aching-profession/

文京学院大学 【選択】運動あそびの理論的背景

運動あそびにも科学的根拠に基づいた実践が求められま
す。運動あそびは子どもたちの体や心にどのような影響を
及ぼすのでしょうか。身体活動と脳の関連を運動学的視点
から捉え、運動あそびを分析・検討していきます。そこで本
講座では、運動発達・運動感覚・空間認知・協応動作・未分
化・ レディネス・基本動作・神経系等々のキーワードを取り
上げ演習形式で理論的背景を考えていきたいと思います。
（講義中心の演習形式講習　実技ではありません）

小栗　俊之（人間学部教授）
埼玉県ふじみ
野市

6時間 令和3年8月20日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年7月16日

令03-
30237-
505732号

049-266-0253
https://www.u-
bunkyo.ac.jp/center/te
aching-profession/

明星大学
【選択】[通]　子どもの育ちを支援
する教育相談の考え方・進め方

第一に、教育相談の現状からその今日的意義を理解し、児
童生徒の理解と支援に必要となる教育相談の基本的事項と
相談の組み立てや実践の理論を学び取ります。第二に、不
登校・いじめと言った教育相談の対象となる諸問題を各論で
扱い、相談技術の実践力を習得します。

福田　憲明（心理学部 教授）
高下　梓（松本短期大学　幼児保育学科講師）
田淵　尚子（心理学部 非常勤講師）

通信教育 18時間
令和3年5月17日～
令和3年12月11日

教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
21,000円 500人

令和3年5月6日～
令和3年7月31日

令03-
30248-
505483号

042-591-6341
https://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

早稲田大学
【選択】学級力を育てる授業づく
り・集団づくり

この講習では、新学習指導要領の総則において「学級経営
の充実」が小中一貫して求められる中、子どもが主体となる
集団づくりの新手法として開発した「学級力向上プロジェク
ト」の理論と実践について具体的に解説する。学級力アン
ケートやレーダーチャート、はがき新聞の活用法とそのため
の授業づくりについて、豊富な実践事例の資料や写真、授
業ビデオ等を用いて理解を深められるようにする。学級経営
カリキュラムの作成を体験する楽しいワークショップも実施
する。

田中　博之（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月4日 教諭
小学校、中学校、
義務教育学校　

教諭
6,000円 60人

令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504766号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】生徒指導・キャリア教育の
実践と課題

生徒指導については改訂学習指導要領が求める「学習指
導と関連付けながら生徒指導の充実を図ること」が、結果的
に「いじめ」や「不登校」等の未然防止に結びつくという図式
を理解することで、学校教育における生徒指導の役割や意
義を明確にすることを主目的とする。講義は最新のデータと
ともに全国の様々な地域の実践事例をスライドで紹介する。
キャリア教育については新学習指導要領の動向を踏まえ、
教育活動全体、特に教科指導や特別活動において、キャリ
ア教育の視点を生かすことで学習の過程をどのように改善
できるかを講義する。演習では課題シートを活用し、キャリア
教育の理論を理解し、どのように実践につなげるかを参加
者と考えていく。

三村　隆男（教育・総合科学学術院　教授）
藤平　敦（日本大学　文理学部教授）

東京都新宿区 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 40人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504767号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】博士タイプの発達障害の
理解と対応

１　基礎的知識の復習として発達障害の感情・認知・行動特
性について理解する。２　「博士タイプ（ＧＩＦＴＥＤ）」と呼ばれ
る児童生徒の思考パターンと学習上・対人関係上のつまづ
きを、脳機能との関係で理解する。３　「博士タイプ（ＧＩＦＴＥ
Ｄ）」の児童生徒への学習指導を中心に、具体的な対応策を
立案演習する。通常学級に所属する博士タイプを対象とした
演習ワークを予定している。

本田　恵子（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校　教諭

6,000円 40人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504768号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学 【選択】国語教育の課題と創造

学習者の興味・関心を喚起しつつも、国語科の確かな学力
が育成できるような国語教育が求められている。新しい学習
指導要領の内容が話題になるいま、改めて国語教育の本
質的な課題を明らかにしてみたい。本講座では、国語教育
の歴史、理論・実践それぞれに目配りをしながら今日的な課
題を確認したうえで、いかに効果的な国語教育を創造する
のかという点に関しての具体的な提案を試みる。講座の前
半を熊谷、後半を幸田が担当する。

幸田　国広（教育・総合科学学術院　教授）
熊谷　芳郎（聖学院大学　人文学部教授）

東京都新宿区 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校　国語

科教諭

6,000円 40人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504769号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学

【選択】21世紀のポピュラー・
ミュージックから学ぶアメリカの多
様性――人種、ジェンダー、セク
シュアリティ

本講義では、主に2010年代のアメリカのポピュラー・ミュー
ジックを題材としながら、アメリカの文化や社会問題をめぐる
英語の授業を中高で実施する方法について考える。オバマ
政権期からトランプ政権期のアメリカでは、Black Lives 
Matter運動やMe Too運動など、制度的な人種差別や性差
別に対する抗議運動が巻き起こっている。いかに大衆音楽
（歌詞やMV）が、人種、ジェンダー、セクシュアリティをめぐる
不平等を映し出しているかを紹介したい。講義および作品視
聴に加え、作品分析をめぐるグループ・ディスカッションも行
う。

佐久間　由梨（英語英文学科教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校の英語

科教諭

6,000円 40人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504770号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】言語習得に影響を与える
学習者要因、個人差要因に関し
て

第二言語を習得するプロセスに影響を及ぼす学習者要因、
特に心理的要因（動機づけなど）に焦点を当てて講義を展
開する。心理学や応用言語学の分野での理論と実証研究を
網羅し、それらの理論や科学的知見を基に、実際の教育現
場での学習者要因をどの様に分析できるのかについて深く
考えていく。

マキュワン　麻哉（英語英文学科准教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校教諭、中
学校英語科教

諭、高等学校英
語科教諭

6,000円 30人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504771号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl
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早稲田大学 【選択】戦争とジャーナリズム

戦争報道を例にしながら、メディアを批判的に読み解く能力
の開発について考える。講義の核となるのは、広い意味で
の「メディア・リテラシー」という概念である。新聞、テレビなど
の伝統的なメディアに加え、インターネットの発達で、私たち
の周りには情報が氾濫している。個人では処理しきれない
ほどの膨大な情報の量である。このような時代において、情
報を取捨選択する能力をどのように鍛えていけばいいの
か。教員のメディアを批判的に読み解く能力、及び生徒の
「メディア・リテラシー」を育成するための教材開発力の形成
を目指す。

野中　章弘（教育・総合科学学術院教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校教諭、高

等学校教諭
6,000円 40人

令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504772号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】数学教育を科学する−主
体的・対話的で深い学びに向け
て−

本講習では、数学の指導と学習に関する現象を“理解”する
ことを目的とする数学教育学の基礎的な研究の成果に基づ
き、中学校や高等学校の数学の授業において学習者の主
体的な学びがどのような条件がそろえば生じる（もしくは生じ
ない）のかを検討します。具体的には、参加者にいくつかの
数学的な活動に実際に取り組んでもらい、その活動を振り
返ることにより主体的な営みが生じるための条件を探りま
す。

宮川　健（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校、高等学
校、中等教育学
校　数学科教諭

6,000円 30人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504773号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学 【選択】現代自然科学の現状

理学科地球科学専修と生物学専修の１名ずつの教員が、
地球科学・生物学の分野における国内外の新しい知見を解
説するとともに中等教育とのかかわりについて触れる。
　地球科学の分野では，「日本列島の地質の成り立ち」と「ジ
オパークとその教育活用」について、 生物学の分野では、
「植物の光合成」と「新指導要領の変化」について取り上げ
る予定である。

高木　秀雄（教育・総合科学学術院　教授）
園池　公毅（教育・総合科学学術院　教授）

東京都新宿区 6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校、高等学
校、中等教育学
校　理科教諭

6,000円 30人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504774号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】「主体的・対話的で深い学
び」の授業づくりと学習評価

新学習指導要領では、児童生徒自らが課題を発見・解決し
ていく「主体的・対話的で深い学び」による授業改善が提起
された。しかし、その理論は未だ確立されておらず、小中学
校段階での具体的な指導方法も明らかになっていない。そ
こでこの講習では、特に「深い学び」の具体的な授業づくりと
学習評価のあり方について、理論的かつ実践的に豊富な授
業事例を紹介しながら解説する。「浅い学び」にならないた
めの指導ポイントを発見する楽しいワークショップも実施す
る。

田中　博之（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月5日 教諭
小学校、中学校、
義務教育学校　

教諭
6,000円 60人

令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504775号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】学校マネジメントの視点か
ら見た学校教育

学校教育における、教育課程編成、教科指導、学級(ホーム
ルーム）経営、生徒指導、特別活動、特別支援教育、道徳
教育、キャリア教育などのさまざまな教育活動について、小
学校、中学校、高等学校の校種ごとに学校マネジメントの視
点で捉えなおしていきます。受講者は、中核的中堅教員や
管理職を目指す教員に限らず、学校教育を俯瞰的に捉えて
みたいと考えている教員まで、幅広く対象として考えていま
す。

三村　隆男（教育・総合科学学術院　教授）
遠藤　真司（教育・総合科学学術院　客員教授）
小山　利一（教育・総合科学学術院　教授）
羽入田　眞一（教育・総合科学学術院　客員教
授）
細谷　美明（教育・総合科学学術院　客員教授）
高橋　あつ子（教育・総合科学学術院　教授）
岡田　芳廣（教育・総合科学学術院　教授）

東京都新宿区 6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 40人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504776号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

316 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

早稲田大学
【選択】校内授業研究の改革－
ワークショップ型研修の充実－

日本の学校・教師文化の中から生まれ発展してきた「校内
授業研究」は、「学び続ける教師」をはじめ「同僚性」や「チー
ム学校」を内実として実現していく上で欠かさない存在であ
る。若手－中堅－ベテラン教師が相互に「実践知」を開陳・
交流し合い、「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改
善を図るための具体的方法をどう生み出していけばよい
か。本講座では、参加者がワークショップを通じて、互恵的
に具体的方法を経験し、「校内授業研究」のよきファシリテー
ターとして活躍可能な理解を深め、技法を身につけていく。

小林　宏己（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月5日 教諭
小学校、中学校、
義務教育学校　

教諭
6,000円 40人

令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504777号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学 【選択】教育思想に学ぶ

西洋教育の思想家から、ソクラテス、ルソー、ペスタロッチ、
デューイ、シュタイナー、フレネ、ニールを取り上げる。そし
て、それらの人物が時代の社会状況の中で、社会と人間の
在り方について、また、そこにおいて教育の果たすべき役割
について、どのように思想を展開したのかについて解説す
る。また、私自身の捉え方についても提案する（私自身の捉
え方はあくまでも参考です）。受講者の皆様の教育観の発
展のための素材を教育の先哲の思想から提供したい。

藤井　千春（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 70人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504778号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学 【選択】地域社会と生涯教育

学校がその教育目的を達成するためには、家庭、地域との
連携と生涯教育の視点が必要である。本講習は、生涯教育
の観点から現在の教育課題を理解していくことを目的とす
る。受講者の問題関心を確認しながら、（１）地域教育の歴
史的理解、（２）社会教育施設（図書館等）の活用、（３）生涯
学習社会と進路指導、を中心に講義を進めていきたい。

雪嶋　宏一（教育・総合科学学術院　教授）
濱中　淳子（教育・総合科学学術院　教授）
坂内　夏子（教育・総合科学学術院　教授）

東京都新宿区 6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 40人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504779号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学 【選択】文学とことば

福家担当：新しい国語科の科目編成の中で、古文教材の持
つ可能性を『更級日記』を中心に考えてみたい。和田担当：
国語教科書のこれまでの歴史や、制度的な変化をとらえな
がら、それを国語教育の中に具体的に生かしていく方策を
考える。　五味渕担当：高校の新科目「文学国語」ではどん
なことができるのか。従来の「現代文」との継続性を大切に
しながら、教材案・授業内容について検討する。

五味渕　典嗣（教育・総合科学学術院　教授）
福家　俊幸（教育・総合科学学術院　教授）
和田　敦彦（教育・総合科学学術院　教授）

東京都新宿区 6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校、高等学
校、中等教育学
校　国語科教諭

6,000円 40人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504780号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】発音指導およびスピーキ
ング指導の理論と実践

本講習の第一目的は、生徒の英語コミュニケーション能力
向上の為に、どのように発音指導、スピーキング・プレゼン
テーション指導を授業に組み込むことが可能かを検討するこ
とである。外国語習得や発音・スピーキング指導理論の講
義ののち、教案作成とその共有、およびグループディスカッ
ションを行う。第二の目的として、教員自身のスピーキング・
プレゼンテーション能力の向上を目指し、各種アクティビティ
に実際に取り組む他、短いプレゼンテーションも講習内で行
う。講習内容は、中学校・高校での実践を主眼とするが、小
学校教諭の参加も歓迎する。

折井　麻美子（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校　英語

科教諭

6,000円 20人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504781号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】ヨーロッパ近現代史（各国
の比較から考える）

日本の歴史教育を考える上で、他国の事例は良くも悪くも参
考になる。本講習では、ドイツやフランスをはじめとするヨー
ロッパ各国の歴史教科書を実際に使いながら、いくつかの
テーマを選んで自ら学び、その特徴や問題点などを検討す
る。日本語訳のない東欧諸国などの教科書についても、講
師が要約して解説を行う。とりわけ、冷戦終焉後、歴史記述
に大きな変化があったこれらの国については、当該社会や
国際関係と連関も含めて検討を行う。

小森　宏美（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月5日 教諭

中学校、高等学
校、中等教育学

校　社会科、地理
歴史科教諭

6,000円 40人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504782号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

早稲田大学
【選択】通常の学級における特別
支援教育

小中学校及び高等学校における特別支援教育は、通級指
導教室、巡回相談などのリソースは増えたが、校内の教育
支援が不十分なまま外部連携を急ぐ学校がある。教員の力
量形成の観点からもインクルージョンの推進からも、まずは
通常の学級において適切な教育支援を充実させる必要が
ある。本講座では、対象児童生徒の実態把握、それに基づ
いた特性の見立て、集団での支援を可能にする学びのユニ
バーサルデザイン（UDL）の視点を学び、合理的配慮を行え
る力量を培うことを目指す。加えて、それらを可能にする校
内体制を築く力を育んでいく。

高橋　あつ子（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 40人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504783号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】道徳ワークショップを取り
入れた２時間小単元の授業開発
と評価

新学習指導要領で教科化された道徳科においては、「主体
的・対話的で深い学び」としての授業のあり方や「一つの内
容項目を複数の時間で扱う指導」「内容項目間の関連を密
にした指導」が求められている。しかし、その理論は未だ確
立されておらず、小・中学校段階での具体的な指導方法も
明らかになっていない。そこでこの講習では、２時間小単元
による道徳ワークショップという新しい道徳科の授業理論に
ついて解説し、それに基づいて実施した豊富な授業事例を
紹介する。また、はがき新聞を用いた道徳科の学習評価を
体験する楽しいワークショップも実施する。

田中　博之（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校、中学校、
義務教育学校　

教諭
6,000円 60人

令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504784号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】図画工作・美術科教育の
学習指導（講義・演習）

新学習指導要領における「コンピテンシー・ベース」，「主体
的・対話的で深い学び」の考え方に基づく図画工作・美術科
の学習指導のあり方について，講述・解説を行う。さらにそ
の具体的な学習指導の実現について，簡単な実技や授業
映像の視聴によるワークショップを通して受講者同士の相
互啓発を促すことで理解を深める。

大泉　義一（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校　
図画工作、美術

教諭

9,000円 15人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504785号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】学校教育の歴史—日本と
西洋—

近代国家における学校教育制度の要件とは何か、どのよう
な時代的な要請に基づいて、また、どのような歴史的な経緯
を経て成立したのかについて、わが国の場合には明治維新
と第二次世界大戦後の改革について、西洋については、近
代の公教育制度についてその成立と歴史的意義と問題点
について、イギリス・フランス・ドイツにおける公教育制度の
成立史を踏まえ、また新教育運動の主張と実践を公教育制
度に対する批判的観点として考察する。

藤井　千春（教育・総合科学学術院　教授）
湯川　次義（教育・総合科学学術院　教授）

東京都新宿区 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校、特別
支援学校　教諭

6,000円 70人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504786号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学 【選択】タブレット端末の授業活用

児童生徒が一人１台のタブレット端末を操作する学習環境
の活用方法について演習形式で学習する。グループの協調
学習、教師による生徒端末のモニター機能などの授業活
用、ＩＣＴ利用の留意事項も学習する。使用する環境は、
MetaMoji ClassRoomである。

三尾　忠男（教育・総合科学学術院　教授） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校、中学校、
高等学校、義務
教育学校、中等
教育学校　教諭

9,000円 16人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504787号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl

早稲田大学
【選択】身近な映像を用いて教材
を自作する

教科書以外に身近な映像として映画・ドラマ・ニュース・ド
キュメンタリーなどが教材になり得る。機材や映像作成法は
ＰＣやソフトのバージョンにより異なるため簡単にすませ、本
講座ではナマの英語を用いて何をどう教えることが可能か、
また数分程度の映像資料で（聴き取りにこだわることなく）授
業の補完となるような教材をどう作成すればよいのか、一緒
に考え、実作もしていただく（数ギガ程度のUSB持参のこ
と）。なお公共放送を無許可でウェッブ上に投稿すると違法
となるので注意されたい。

吉田　雅之（教育・総合科学学術院　専任講師） 東京都新宿区 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校、高等学
校、中等教育学
校　英語科教諭

6,000円 30人
令和3年5月13日～
令和3年5月20日

令03-
30256-
504788号

03-3208-1142
https://www.waseda.jp
/fedu/tec/wotl
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
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対象職

種
主な受講対象者

星槎大学
【選択】人権教育 － 差別・貧困
の裏側にあるもの－

人権教育は、学校教育において児童・生徒を支援するため
に必要なものである。学校では実際に、外国につながる生
徒、障がいがある生徒、貧困に苦しむ生徒などが学んでい
る。そうした児童・生徒がどのような状況にあり、また、どう
支援するかを先生たちと一緒に考えていきたい。

手島　純（共生科学部専任教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 7,000円 120人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30260-
505041号

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

星槎大学
【選択】発達障害がある子どもた
ちへの支援

平成２４年に文部科学省より発表された調査結果によると、
知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の割合は６．５％にのぼる。ま
た、発達障害があると診断されていなくても、学習上の困難
や、集団行動、清掃、給食などの生活場面、また、家庭にお
いても身辺自立、食育などに合理的な配慮が必要な子ども
たちもいる。本講習では、こうした発達障害の児童生徒に対
する心理教育アセスメントによる特性把握の方法や実際の
指導方法について、具体例を挙げながら解説する。

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7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 7,000円 120人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30260-
505042号

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

星槎大学
【選択】「学び続ける教員像」と教
員の能力開発

中教審答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の
総合的な向上方策について」では、これからの学校教育を
支える教員として、「学び続ける教員像」を掲げている。本講
義では以下のポイントを押さえながら、教員が義務ではなく
自発的に学び合う能力開発上の工夫について、理論と実践
の両面から検討を行う①学び続ける教員像とは②教科・教
職の専門知識と実践指導力の向上とは③教育実践のリフレ
クション（省察）とは④実際にリフレクションを行う。

三輪　建二（教育学研究科専任教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年7月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 7,000円 120人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30260-
505043号

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

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

日本の子どもの学習意欲の低さが指摘されており、「児童生
徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験」
が推進されている。本講習では、アメリカに於いてリトミック
を学んだ講師を中心として、音楽が子ども達の心を変化させ
た話を交え、幼児教育、障がい児教育への新たな可能性を
提示する。また音楽を用いたワークショップを展開すること
により、全ての科目と音楽につながりがある事実を示し、学
校での授業、生活において意欲と表現力の成長を促す教師
像を創造する。

天野　一哉（共生科学部教授）
安久津　太一（共生科学部非常勤講師）

神奈川県横浜
市

18時間
令和3年9月18日～
令和3年9月20日

教諭
養護教

諭

全教諭・養護教
諭

20,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年8月10日

令03-
30260-
505044号

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

星槎大学
【選択】スポーツと共生社会　～
スポーツを通して、教育現場に活
用できる指導方法を学ぶ～

本講習では、体育の授業や運動部活動等を通じて、体力の
向上、児童生徒がスポーツの楽しさ、達成感、心の成長を
体験し、生涯スポーツに親しむ基礎を培うための指導方法
を考察する。また、オリンピック・パラリンピックが東京で開催
される意義についても学ぶ。スポーツ指導関係者のみなら
ず、生徒指導に関心のある教諭、養護教諭に受講して頂き
たい。

渋谷　聡（共生科学部教授）
末續　慎吾（共生科学部特任准教授）
高木　由起子（共生科学部講師）

通信教育 18時間
令和3年6月1日～
令和3年12月5日

教諭
養護教

諭

スポーツ指導・生
徒指導に関心の
ある教諭、養護

教諭

20,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年10月31日

令03-
30260-
505045号

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

星槎大学
【選択】スポーツと共生社会　～
スポーツを通して、教育現場に活
用できる指導方法を学ぶ～

本講習では、体育の授業や運動部活動等を通じて、体力の
向上、児童生徒がスポーツの楽しさ、達成感、心の成長を
体験し、生涯スポーツに親しむ基礎を培うための指導方法
を、グループワークを通して考察する。講師に陸上の北京オ
リンピック銅メダリストであり本学の特任准教授の末續慎吾
先生を招き、トレーニング方法やメンタル面など幅広い体験
を伺う。また、オリンピック・パラリンピックが東京で開催され
る意義についても学ぶ。スポーツ指導関係者のみならず、
生徒指導に関心のある教諭、養護教諭に受講して頂きた
い。5月1日～10月30日の印刷教材(レポート作成）による通
信教育学習期間（6時間）を含む、全18時間の講習として扱
う。

渋谷　聡（共生科学部教授）
末續　慎吾（共生科学部特任准教授）
高木　由起子（共生科学部講師）

神奈川県横浜
市

18時間
令和3年12月4日～
令和3年12月5日

教諭
養護教

諭

スポーツ指導・生
徒指導に関心の
ある教諭、養護

教諭

20,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年10月15日

令03-
30260-
505046号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

星槎大学
【選択】発達障害のある児童・生
徒への支援教育

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

西永　堅（共生科学部教授）
松本　幸広（共生科学部　非常勤講師）

通信教育 18時間
令和3年5月16日～
令和4年1月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 20,000円 1,600人
令和3年4月16日～
令和3年11月30日

令03-
30260-
505047号

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

関東学院大学
【選択】主体的な学習を引き出す
アクティブラーニング実践講座

本講習では、受講者が自身の担当する授業や教育活動に
アクティブラーニング（以下、ＡＬとする）を導入できることを目
指し、ＡＬの基礎理論とその方略を習得できるようにする。講
習は、講義＋ワークショップ形式で行われ、具体的にはＡＬ
導入の意義と効果、授業へ導入するための授業設計や手
法の理解、ルーブリックを活用した学習活動の評価などを学
ぶ。なお、本講座は動画配信（オンデマンド型）による講習で
ある。

杉原　亨（高等教育研究・開発センター　准教
授）

インターネット 6時間
令和3年8月17日～
令和3年9月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 100人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　（備考：「5月20
日～5月21日は、卒業
生先行募集期間」、「5
月24日～5月27日は、
一般募集期間（卒業生

も含む）」）)

令03-
30267-
505797号

045-786-7007
http://univ.kanto-
gakuin.ac.jp/index.php/j
a/

関東学院大学
【選択】多文化理解と異文化コ
ミュニケーションの教育的な課題
と展望

神奈川県内の各地域では、歴史的な経緯や社会の変遷の
過程において、多様な文化が融合して新たな文化を形成し
たり、多様な文化を相互に尊重し合って共存したりしてい
る。本講習では、そうした多文化が共生する社会における現
代的な教育課題を紹介するとともに、そこでかわされる異文
化コミュニケーションの基礎理論を開設する。

伊藤　健人（国際文化学部　教授）
吉田　広毅（国際文化学部　教授）

神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　（備考：「5月20
日～5月21日は、卒業
生先行募集期間」、「5
月24日～5月27日は、
一般募集期間（卒業生

も含む）」）)

令03-
30267-
505798号

045-786-7007
http://univ.kanto-
gakuin.ac.jp/index.php/j
a/

関東学院大学
【選択】子どもの読書と学校図書
館の活用

子ども達への読書推進活動は学校および幼稚園において
様々な形で行われている。本講習では、子どもの読書活動
や学校図書館の現状について学ぶ。また平成29年度全国
学力・学習状況調査「保護者に対する調査」の結果を踏ま
え、読書の効用と学力や非認知能力との関係を明らかにす
る。さらにはアニマシオンなどの読書推進活動の事例も紹
介する。なお、本講座は、対象者を全教員・全学校種として
いる。

千　錫烈（社会学部　准教授）
神奈川県横浜
市

6時間 令和3年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人

令和3年5月20日～
令和3年5月27日

(備考　（備考：「5月20
日～5月21日は、卒業
生先行募集期間」、「5
月24日～5月27日は、
一般募集期間（卒業生

も含む）」）)

令03-
30267-
505799号

045-786-7007
http://univ.kanto-
gakuin.ac.jp/index.php/j
a/

新潟工科大学
【選択】教室のコミュニケーション
からみた子どもの学び

教室におけるコミュニケーションの特徴から子どもの学習過
程を捉える視点を、心理学に基づく理論的・実践的研究の
知見を踏まえて学ぶ。あわせて、子どもの学習を支援する
教師の役割を、教室におけるコミュニケーションに着目して
考える。

一柳　智紀（新潟大学大学院　教育学研究科　
准教授）

新潟県柏崎市 6時間 令和3年10月30日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
30295-
504436号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学 【選択】数学の背景と本質

数学を教えるにあたり、当たり前を疑ったことはあるだろう
か。中等教育で扱う数学は学問における一部分を抽出した
内容であるため、生徒が諸概念の本質を捉えるのは容易で
はない。したがって、普段当然とする数式図形の根本を見直
すのは教育者にとって意義がある。本講習では、数学に在
る「本質的な意味」について言及する。演算の定義、幾何学
的意味、歴史的背景などを紹介し、数学が持つ本来の意味
への認識を深めたい。

冨澤　佑季乃（工学部講師） 新潟県柏崎市 6時間 令和3年10月30日 教諭
中学校（数学）・
高等学校（数学）

教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
30295-
504437号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟工科大学
【選択】食と身体との対話　—新潟
からの発信—

食は私たちの誕生から死に至るまで最も身近なものであり、
健康に直結するものである。特に近年の超高齢社会におい
ては、新たな健康の課題の多くが食と繋がっている。本講習
は教育の現場におられる先生方が対象なので、その食と身
体との関わりを表面的な捉え方ではなく、栄養学の基本的
立場から紹介したい。また、現在話題になっている和食の良
さについて、新潟の代表である米を中心に新たな理解を提
供する。

門脇　基二（工学部教授） 新潟県柏崎市 6時間 令和3年10月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭、

栄養教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
30295-
504438号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】新幼稚園教育要領等の
内容と幼児教育の課題

幼稚園教育要領等の改訂の経緯と内容を確認し、今後の
幼児教育・保育に求められるカリキュラムについて講じる。
また関連して幼保小連携、子育て支援等のトピックを扱い、
今後の幼児教育における問題と課題を共有する。

杉浦　英樹（上越教育大学大学院　学校教育研
究科　教授）
髙田　俊輔（上越教育大学大学院　学校教育研
究科　助教）

新潟県柏崎市 6時間 令和3年11月6日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
30295-
504439号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】いじめを生まない学級づく
りに生かす話合い指導

①学級づくりの「太陽」アプローチ、「北風」アプローチ
②太陽アプローチの基礎と応用
③北風アプローチの基礎と応用
④話合い指導の基礎と応用
⑤学級づくり・話合い指導の演習（グループワーク）

橋本　定男（新潟薬科大学　非常勤講師） 新潟県柏崎市 6時間 令和3年11月6日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
30295-
504440号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】プログラミング教育の基
礎

新学習指導要領では小学校でプログラミングを必修化する
こととしている。実際にパソコンやタブレット端末を利用した
授業を計画する際には、コンピュータのしくみや特性を理解
し、適用の範囲を正しく見極める必要がある。本講座では、
まずコンピュータのハードウェアとソフトウェアに関する基礎
的な知識を修得する。次にビジュアル・プログラミング言語
Scratchを用いたプログラミングの手法を学び、小学校段階
における教授法について考究する。また、設定課題におけ
る多職種連携の視点から養護・栄養教諭の参加を歓迎す
る。

佐藤　栄一（工学部教授） 新潟県柏崎市 6時間 令和3年11月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
30295-
504441号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】幼児教育の指導計画・記
録・評価

幼児教育・保育における実践活動を振り返り、考察していく
ための指導計画と記録のあり方について理解を進める。ま
た、幼児教育において求められる評価の考え方についての
理解を深めるための共同検討を行う。幼児教育を振り返り、
適切な評価を継続していくための仕組みについて考え、より
良い評価を実践していくための知識と態度について習得す
る。

白神　敬介（上越教育大学大学院　学校教育研
究科　准教授）

新潟県柏崎市 6時間 令和3年11月7日 教諭
幼稚園教諭・初
任者～中堅教員

向け
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
30295-
504442号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学 【選択】学習と記憶の心理学

記憶の仕組みやそのはたらきを学び、記憶理論の視点から
学習活動、学習指導について考えます。人の記憶の構造や
記憶の過程から、「覚える」、「忘れる」だけでなく、「理解す
る」「考える」「できる」など、学習と深く関わる様々な事象に
ついて、認知心理学的にとらえます。

橋本　圭子（工学部准教授） 新潟県柏崎市 6時間 令和3年11月14日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 60人
令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
30295-
504443号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学 【選択】脳科学の「知」と「心」

本講義では、人間の脳について、生物学的見地と教育学的
見地の両面から扱います。前者においては、脳の形成過
程、脳機能、脳の不思議、脳の病気と加齢による変化、脳と
心について、後者においては、乳幼児期の脳の発達、早期
教育と脳、学習と記憶の脳科学、言語と読書の脳科学につ
いて、研究資料や具体的事例を用いながら講じます。

高橋　均（元新潟大学脳研究所教授）
小久保　美子（新潟大学大学院　教育学研究科　
教授）

新潟県柏崎市 6時間 令和3年11月21日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
30295-
504444号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

321 / 441 ページ
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令和３年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟工科大学
【選択】楽しく一気に上達！英語
の発音

この講座では、英語の基本的な発音をトレーニングし、自信
を持って発音の指導にあたる方法を学びます。入門期の英
語学習者に対する指導に役立てることはもちろん、英語の
音声面の基礎を学ぶことがリスニング力の向上にもつなが
ることをねらいとしています。限られた講習時間でも、受講者
の皆さんがご自身の発音の上達をはっきりと感じ取れるよ
う、英語が苦手な方にもやさしく指導します。

須貝　文弘（工学部准教授） 新潟県柏崎市 6時間 令和3年11月21日 教諭
小・中・高等学校

英語科教諭
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
30295-
504445号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】いじめ問題の予防と対応
－理論と実践の往還から－

本講習は、予防的・開発的生徒指導（教育カウンセリング心
理学）の視点から、①当該問題の何が問題なのか、②早期
発見の方法、③加害・被害生徒の心理的特徴と個別対応ま
た集団対応の方法、そして何よりも④当該問題の予防教育
について演習を交えて考えていきます。

稲垣　応顕（上越教育大学大学院　学校教育研
究科　教授）

新潟県柏崎市 6時間 令和3年11月27日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
30295-
504446号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】特別支援教育の基本的
理解（教育課程・指導法）

インクルーシブな教育を含む特別支援教育の理念やその対
象となる子どもの障害特性、特別な教育的ニーズに対応す
る教育課程編成、教育課程の要となる自立活動の指導等に
ついて概説する。その上で｢チーム学校｣の観点から、子ども
の実態把握や目標設定の方法等、個別の指導計画作成の
手続き等について細述するとともに、子どものライフステー
ジを見すえ、個別の教育支援計画を通した機関連携のあり
方等についても言及する。

笠原　芳隆（上越教育大学大学院　学校教育研
究科　教授）

新潟県柏崎市 6時間 令和3年11月27日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 60人
令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
30295-
504447号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟工科大学
【選択】生徒指導・教育相談の知
と心－理論と実践を学ぶ－

本講習は、予防的・開発的生徒指導、また育てる生徒指導
の立場に立ちます。児童生徒が、「21世紀を生き抜く力」とし
て必要な人間関係形成能力や自己更新する力を育成する
手立てを演習を交えながら考察していきます。また、いじめ・
不登校・発達障がいのある児童生徒の集団適応についても
検討していきます。
本講習では、教育とカウンセリングを兼ね揃えた視点から、
演習を交えて生徒への指導支援を予防的・開発的・問題解
決的に考えていきます。

稲垣　応顕（上越教育大学大学院　学校教育研
究科　教授）

新潟県柏崎市 6時間 令和3年11月28日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月15日

令03-
30295-
504448号

0257-22-8102 https://www.niit.ac.jp/

新潟青陵大学 【選択】乳幼児へのまなざし

近年、心のゆとりがなくなり、保育者になった原点を忘れか
けてきていませんか？子どもたちの育ちと遊びの中には、き
らりと光る場面がたくさんあります。そのひたむきな姿を「て
いねいなまなざし」で観るとき、保育の仕事の魅力をたくさん
見つけることができることでしょう。また、子育て環境が変化
する中で、保護者の気持ちに寄り添い支え 共に子どもの成
長を喜び合うには…エピソードを通して学び、意見交換しな
がら一緒に考えてみましょう。
※オンデマンド型3時間、対面講習3時間を組み合わせて実
施します。
※オンデマンド型の配信期間は、7月1日～8月31日を予定し
ています。
※対面講習は9月26日を予定しています。

上原　由美（短期大学部幼児教育学科特任助
教）

新潟県新潟市 6時間 令和3年9月26日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504393号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟青陵大学 【選択】乳幼児へのまなざし

近年、心のゆとりがなくなり、保育者になった原点を忘れか
けてきていませんか？子どもたちの育ちと遊びの中には、き
らりと光る場面がたくさんあります。そのひたむきな姿を「て
いねいなまなざし」で観るとき、保育の仕事の魅力をたくさん
見つけることができることでしょう。また、子育て環境が変化
する中で、保護者の気持ちに寄り添い支え 共に子どもの成
長を喜び合うには…エピソードを通して学び、意見交換しな
がら一緒に考えてみましょう。
※オンデマンド型3時間、対面講習3時間を組み合わせて実
施します。
※オンデマンド型の配信期間は、7月1日～8月31日を予定し
ています。
※対面講習は9月26日を予定しています。

上原　由美（短期大学部幼児教育学科特任助
教）

新潟県新潟市 6時間 令和3年9月26日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504394号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学 【選択】やる気と人間関係の心理

現代の子ども達が抱える大きな心理的問題、やる気のなさ
と人間関係能力の低下。そのために能力を発揮できない子
ども達。そして親子の問題、教師と子ども、保護者とのトラブ
ルなど。心理学の基本を学ぶとともに、スクールカウンセリ
ングの現場からの報告等を通して、やる気と人間関係の心
理について学びます。

碓井　真史（スクールカウンセラー、 福祉心理
学部教授、 大学院臨床心理学研究科教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年6月20日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504395号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学 【選択】やる気と人間関係の心理

現代の子ども達が抱える大きな心理的問題、やる気のなさ
と人間関係能力の低下。そのために能力を発揮できない子
ども達。そして親子の問題、教師と子ども、保護者とのトラブ
ルなど。心理学の基本を学ぶとともに、スクールカウンセリ
ングの現場からの報告等を通して、やる気と人間関係の心
理について学びます。

碓井　真史（スクールカウンセラー、 福祉心理
学部教授、 大学院臨床心理学研究科教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年7月25日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504396号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学 【選択】やる気と人間関係の心理

現代の子ども達が抱える大きな心理的問題、やる気のなさ
と人間関係能力の低下。そのために能力を発揮できない子
ども達。そして親子の問題、教師と子ども、保護者とのトラブ
ルなど。心理学の基本を学ぶとともに、スクールカウンセリ
ングの現場からの報告等を通して、やる気と人間関係の心
理について学びます。

碓井　真史（スクールカウンセラー、 福祉心理
学部教授、 大学院臨床心理学研究科教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年9月26日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504397号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】スクールカウンセラーと考
えるいじめ、不登校、自殺、そし
て保護者対応

先生方が日々格闘している諸問題。現代の子どもと保護者
が抱える様々な課題。私も、２０年のスクールカウンセラー
経験の中で、先生方と共に闘ってきました。テキスト上の理
論や事例集に載るきれいなケースを学ぶだけでは解決が難
しいことがらについて、基礎から応用、失敗例も含めて、み
なさんと共に考え、問題解決の糸口を探っていきたいと思い
ます。

碓井　真史（スクールカウンセラー、 福祉心理
学部教授、 大学院臨床心理学研究科教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年10月24日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504398号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

323 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟青陵大学
【選択】歌の発声法とウクレレに
よるうたの伴奏

【遠隔（インターネット）講習】講義では、M. シェーファーの音
楽教育論と子どもの歌唱についての課題を文献、映像を用
いて解説する。実技では、歌唱ボイストレーニング、よく通る
声の発声法、音程を正確に取る方法、子どもへの指導法を
実演を交えて解説する。
【対面講習】入門者向けのウクレレによる伴奏法を1人1台の
楽器を用いて演習する。
※オンデマンド型3時間、対面講習3時間を組み合わせて実
施します。
※オンデマンド型の配信期間は、7月1日～8月31日を予定し
ています。
※対面講習は9月20日を予定しています。

野口　雅史（声楽家、短期大学部幼児教育学科
准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年9月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 21人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504399号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】歌の発声法とウクレレに
よるうたの伴奏

【遠隔（インターネット）講習】講義では、M. シェーファーの音
楽教育論と子どもの歌唱についての課題を文献、映像を用
いて解説する。実技では、歌唱ボイストレーニング、よく通る
声の発声法、音程を正確に取る方法、子どもへの指導法を
実演を交えて解説する。
【対面講習】入門者向けのウクレレによる伴奏法を1人1台の
楽器を用いて演習する。
※オンデマンド型3時間、対面講習3時間を組み合わせて実
施します。
※オンデマンド型の配信期間は、7月1日～8月31日を予定し
ています。
※対面講習は9月20日を予定しています。

野口　雅史（声楽家、短期大学部幼児教育学科
准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年9月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 21人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504400号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】子どもの生活環境と課題
－スクールソーシャルワーカーの
活用

子ども達の抱える問題は、家庭環境から関連していることが
多いと考えます。そこで札幌でのスクールソーシャルワー
カーの経験から現在の保護者が抱える生活問題や関係機
関との連携の実践を整理し、教育現場での福祉専門職の利
用の仕方や連携について学びます。また、新潟で利用でき
る社会資源（福祉サービス）を知っていただけたらと思いま
す。
※オンデマンド型3時間と、対面講習3時間を組み合わせて
実施します。
※オンデマンド型の配信期間は7月1日～8月31日を予定し
ています。
※対面講習は9月25日を予定しています。

花澤　佳代（福祉心理学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年9月25日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504401号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】子どもの生活環境と課題
－スクールソーシャルワーカーの
活用

子ども達の抱える問題は、家庭環境から関連していることが
多いと考えます。そこで札幌でのスクールソーシャルワー
カーの経験から現在の保護者が抱える生活問題や関係機
関との連携の実践を整理し、教育現場での福祉専門職の利
用の仕方や連携について学びます。また、新潟で利用でき
る社会資源（福祉サービス）を知っていただけたらと思いま
す。
※オンデマンド型3時間と、対面講習3時間を組み合わせて
実施します。
※オンデマンド型の配信期間は7月1日～8月31日を予定し
ています。
※対面講習は10月10日を予定しています。

花澤　佳代（福祉心理学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年10月10日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭
向け

6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504402号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟青陵大学
【選択】子どものためのプログラミ
ング教育

2020年から新しい教育課程が順次実施され、その中でプロ
グラミング教育が小・中・高等学校の発達段階に則して必修
化されます。そこでは、希望者だけに簡単なゲーム制作を教
えるプログラミング教室とは違ったアプローチが必要になる
と予想されます。そこで本講座では、初心者向けのプログラ
ミング環境を用いて、全児童・生徒がプログラミングを無理
なく学ぶための方法を学習します。
※オンデマンド型3時間と、対面講習3時間を組み合わせて
実施します。
※オンデマンド型の配信期間は7月1日～8月31日を予定し
ています。
※対面講習は9月20日を予定しています。

南雲　秀雄（福祉心理学部教授、コンピューター
システムセンター長）

新潟県新潟市 6時間 令和3年9月20日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504403号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】子どものためのプログラミ
ング教育

2020年から新しい教育課程が順次実施され、その中でプロ
グラミング教育が小・中・高等学校の発達段階に則して必修
化されます。そこでは、希望者だけに簡単なゲーム制作を教
えるプログラミング教室とは違ったアプローチが必要になる
と予想されます。そこで本講座では、初心者向けのプログラ
ミング環境を用いて、全児童・生徒がプログラミングを無理
なく学ぶための方法を学習します。
※オンデマンド型3時間と、対面講習3時間を組み合わせて
実施します。
※オンデマンド型の配信期間は7月1日～8月31日を予定し
ています。
※対面講習は9月20日を予定しています。

南雲　秀雄（福祉心理学部教授、コンピューター
システムセンター長）

新潟県新潟市 6時間 令和3年9月20日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504404号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】子どものためのプログラミ
ング教育

2020年から新しい教育課程が順次実施され、その中でプロ
グラミング教育が小・中・高等学校の発達段階に則して必修
化されます。そこでは、希望者だけに簡単なゲーム制作を教
えるプログラミング教室とは違ったアプローチが必要になる
と予想されます。そこで本講座では、初心者向けのプログラ
ミング環境を用いて、全児童・生徒がプログラミングを無理
なく学ぶための方法を学習します。
※オンデマンド型3時間と、対面講習3時間を組み合わせて
実施します。
※オンデマンド型の配信期間は7月1日～8月31日を予定し
ています。
※対面講習は10月24日を予定しています。

南雲　秀雄（福祉心理学部教授、コンピューター
システムセンター長）

新潟県新潟市 6時間 令和3年10月24日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504405号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】プレゼンテーションと思考
整理のツールの活用

学習指導要領では、小・中・高等学校を通じて、情報を主体
的に収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏
まえて発信・伝達できる力、そして科学的な理解に裏打ちさ
れた情報活用能力を育むことが求められています。
本講座では、KP法（紙芝居プレゼンテーション）とタブレット
型端末（iPad等）の活用方法を融合させた、子どもたち同士
が教え合い学び合う“協働学習”へのICTの活用を考えま
す。
※オンデマンド型3時間、対面講習3時間を組み合わせて実
施します。
※オンデマンド型の配信期間は、7月1日～8月31日を予定し
ています。
※対面講習は11月6日を予定しています。

中野　充（福祉心理学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年11月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 36人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504406号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟青陵大学
【選択】初心者のためのプログラ
ミング入門 - iPadを用いてのプロ
グラミング -

小学校でプログラミング教育が必修化されプログラミング学
習の重要性が高まっています。初心者でも容易にプログラミ
ングの基礎を修得できるSwift Playgroundsを使用し、iPadを
用いてプログラミングの基礎を楽しく学びます。これまでプロ
グラミングの経験のない児童・生徒がプログラミングの基礎
を楽しく学び、そして本格的なアプリを作って交換したり、教
員が教材を作成したりする際にも幅広く応用することを目指
します。
※オンデマンド型3時間、対面講習3時間を組み合わせて実
施します。
※オンデマンド型の配信期間は、7月1日～8月31日を予定し
ています。
※対面講習は11月6日を予定しています。

中野　充（福祉心理学部准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年11月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 36人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504407号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】思春期危機から学ぶ児
童・生徒のこころの理解

思春期とは、あらゆる児童・生徒が通る重要な関門であると
同時に、こころの成長過程の中で最大の危機をはじめて主
体的に体験する機会である。本講習では、子どもたちがそ
れぞれのこころを形づくる中でその難関をどのように乗り越
え、そこから何を学んでゆくのかについて概説し、思春期危
機という観点から、受講者が経験した現場事例の心理的意
味とそこへの対応・支援について検討してゆく。
※オンデマンド型3時間、対面講習3時間を組み合わせて実
施します。
※オンデマンド型の配信期間は、7月1日～8月31日を予定し
ています。
※対面講習は10月30日を予定しています。

浅田　剛正（大学院臨床心理学研究科准教授） 新潟県新潟市 6時間 令和3年10月30日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高校学校教諭、

養護教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504408号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】ピアノ伴奏―楽しく弾くコ
ツと効率よい練習方法

ピアノ伴奏は、日常の保育や授業のために「すぐに弾けるよ
うになりたい」時と、発表会等の際に「ちゃんと弾けるように
なりたい」時があります。それぞれに応じた弾き方、その練
習方法を解説します。実際に体験しましょう。課題曲は「う
み」「あめふりくまのこ」「おつかいありさん」。いずれかを少し
練習しておくと効果的です（伴奏譜、調性等自由）。その他、
弾きなれた楽譜を１冊持参して下さい。簡易伴奏、コードの
活用についても取り上げます。
※オンデマンド型3時間、対面講習3時間を組み合わせて実
施します。
※オンデマンド型の配信期間は、7月1日～8月31日を予定し
ています。
※対面講習は10月24日を予定しています。

栄長　敬子（ピアニスト、短期大学部幼児教育
学科准教授）

新潟県新潟市 6時間 令和3年10月24日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504409号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

新潟青陵大学
【選択】子どもの健康課題への対
応

子どもの健康課題は多様化・複雑化しており、解決に向け
て、学校における組織的、計画的な取組や、関係機関との
連携などが求められています。そのような中、学校保健活動
の推進において中核的な役割を担う養護教諭は、現代的な
健康課題解決に向けて、マネジメントの視点からの積極的
な取り組みを行う必要があります。本講習では、各学校にお
ける子どもの健康課題への対応について、講義と演習を通
じて考えていきます。
※Web会議サービスZoomを使用して、同時双方型のリアル
タイム配信を行います。
※講義は8/18のみ、8/19～8/31は試験期間とする。

中村　恵子（看護学部教授）
塚原　加寿子（看護学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年8月18日～
令和3年8月31日

養護教
諭

養護教諭向け 6,000円 15人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504410号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

新潟青陵大学
【選択】非行の心理～どう理解
し，どう関わるか～

非行問題は，生徒指導領域においては古くて新しい問題で
ある。本講座では，少年鑑別所で非行少年と関わってきた
講師の経験に基づき，非行少年の心理をどう理解し，どのよ
うに関わっていくべきかについて，具体的に考察していく。
※オンデマンド型3時間と、同時双方型（リアルタイム配信）3
時間を組み合わせて実施します。
※オンデマンド型の配信期間は、7月1日～8月31日を予定し
ています。
※同時双方向型の実施日は、8月20日を予定しています。
※8月21日～8月31日は試験期間とします。

佐藤　亨（福祉心理学部教授、大学院臨床心理
学研究科教授）

インターネット 6時間
令和3年8月20日～
令和3年8月31日

教諭
養護教

諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、

養護教諭
6,000円 15人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　優先募集（受講
期間2年目で新潟県内
勤務の希望者）：4月16
日～4月19日、一般募

集：4月19日～4月26日)

令03-
30298-
504411号

025-368-7053　
(内線： 5252)

http://www.n-
seiryo.ac.jp/

金沢工業大学
【選択】データサイエンスのため
の統計分析入門

2018年3月に高等学校学習指導要領が公示され、数学科で
は「数学的活動の一層の充実」や「統計教育の一層の充実」
などをその特色とし、統計教育については、小学校算数科、
中学校数学科でも充実させる方向になっている。その背景
として、近年のデータサイエンスの進展により、社会で起こる
問題をデータの統計的分析に基づいた意思決定が重視さ
れるようになっており、本講習ではデータサイエンスの基本
となる統計分析の基礎について学び、統計分析フリーソフト
「R」を使った、実際の世の中にあるデータの統計的な分析
を実践する。なお、この講習では実践的な統計分析を実施
することから、数学に限らず様々な教科で活用することが可
能である。

西　誠（基礎教育部　数理基礎教育課程　教
授）

石川県野々市
市

6時間 令和3年7月17日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円 20人
令和3年5月17日～
令和3年6月18日

令03-
30307-
504899号

076-294-6402　
(内線： 2472)

http://www.kanazawa-
it.ac.jp/

愛知学院大学
【選択】発達障がい児への理解と
対応　- 子どもをみる視点と対応
の工夫 -

（1）特別支援教育の理念とICF，（2）LD，ADHD，自閉症スペ
クトラム障がいのある子どもの理解，（3）LD，ADHD，自閉症
スペクトラム障がいのある子どもへの対応，（4）障がい児に
関わる教員・親の問題，の観点から講義を行う。講義を通じ
て発達障がい児への理解を深め，具体的な対応方法につ
いて検討できるようになることを目指す。

八田　純子（心身科学部准教授） 愛知県日進市 6時間 令和3年8月4日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 6,000円 80人
令和3年5月12日～
令和3年5月16日

令03-
30343-
505595号

0561-73-1111　
(内線： 1212)

http://www.agu.ac.jp/

愛知学院大学
【選択】日本史―古代・中世の文
化史

文化史とは何かという問題から、日本史研究における文化
史研究の歴史をたどり、さらに古代・中世における「～文化」
と概念化された時代文化の特色や問題点を考えていく。

松薗　斉（文学部教授） 愛知県日進市 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校教諭、中
学校社会科教

諭、高等学校地
理歴史科教諭

6,000円 15人
令和3年5月12日～
令和3年5月16日

令03-
30343-
505596号

0561-73-1111　
(内線： 1212)

http://www.agu.ac.jp/

愛知学院大学
【選択】新学習指導要領と英語教
育の校種間連携

１．新学習指導要領が目指す英語教育と校種間の連携によ
る視点での実践を探る。
２．小中の連携による授業づくり
　小学校及び中学校における新学習指導要領の改訂のポ
イントを紹介するとともに、中学校につながる小学校高学年
「外国語」の授業内容及び評価・評価方法から、小中連携の
授業づくりを考える。
３．中高の連携による授業づくり
新しい学習指導要領の目指す授業づくりについて、整理し、
中高の連携による授業づくりのポイントについて紹介する。
実際の言語活動を考えてみる。

藤田　賢（文学部准教授）
松井　千代（愛知淑徳大学　文学部講師）

愛知県日進市 6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校英語科教
諭、高等学校英

語科教諭
6,000円 24人

令和3年5月12日～
令和3年5月16日

令03-
30343-
505597号

0561-73-1111　
(内線： 1212)

http://www.agu.ac.jp/

愛知学院大学 【選択】和歌の楽しみ

（1）歌になぜ景物が必要なのか、景物を介する共感とはな
にか、枕詞・序詞とはなにか、時系展開で歌を聴くとどうなる
かなど、歌を味わうための基本事項を概説する。
（2）歌のスリル（違う時間・空間に行く感じ）とサスペンス（知
りたい情報が遅延される感じ）がどのような意味的・統語的
仕組みに拠っているか、検討する。

多門　靖容（文学部教授） 愛知県日進市 6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校国語科教
諭、高等学校国

語科教諭
6,000円 25人

令和3年5月12日～
令和3年5月16日

令03-
30343-
505598号

0561-73-1111　
(内線： 1212)

http://www.agu.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

愛知産業大学
【選択】立体デザイン　－立体物
の制作に至る一連の制作過程を
学ぶ－

本授業は立体デザインに関する演習形式の授業です。ま
ず、立体物のデザインとは何かを考え、形体に関するデザイ
ンの分類や発想法を学び、演習問題を行います。その後に
各々が発案する抽象的なスケッチを描き、最終的に立体物
の制作を行います。ここではこういった一連の制作過程(プロ
セス)を重視し、立体デザインに関する理解を深めることが
目的です。実技考査では制作したスケッチ、及び立体物を
評価します。さまざまな教科に必要とされる着眼点、創造
性、発想力の観点から教科を特定しない。

木村　光（造形学部　教授） 愛知県岡崎市 6時間 令和3年8月4日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年6月30日

令03-
30347-
503028号

0564-48-4801　
(内線： 2172)

http://www.asu.ac.jp

愛知産業大学
【選択】持続可能な社会と「エシカ
ル消費」及び法教育と学校内の
いじめ防止

前半は、SDGｓの目標「つくる責任・つかう責任」の達成に向
けて、消費から持続可能な社会を作るための「エシカル消
費」について講義を行い、消費スタイルの変化を促進させる
方策について、意見交換しながら検討します。
後半は、法（ルール）の意義や必要性を確認した上で、生徒
に対する法教育の在り方について講義を行い、法的知識を
通じて学校内のいじめ防止とその解決の方策を意見交換し
ながら検討します。

伊藤　万知子（経営学部教授）
三田村　浩（経営学部准教授）

愛知県岡崎市 6時間 令和3年8月5日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年6月30日

令03-
30347-
503029号

0564-48-4801　
(内線： 2172)

http://www.asu.ac.jp

愛知産業大学
【選択】健康で安全な暮らしへ　
－生活・防災・教育－

本講習では、日々の生活と密接な関係にある建築に焦点を
当て、健康で安全な暮らしについて考えます。まず、「地震
の被害と対策」と題して、建築技術の変遷を紹介し、安心・
安全な暮らしへ向けた様々なレベルの防災について簡単な
演習を行いつつ説明します。次いで、戦後日本の住経験と
戦後新教育の関係を事例に、近年のアクティブ・ラーニング
にもつながる主体的な住環境へのかかわりについて、適宜
意見交換を行いながら進めます。

小椋　紀行（造形学部准教授）
竹内　孝治（造形学部講師）

愛知県岡崎市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年6月30日

令03-
30347-
503030号

0564-48-4801　
(内線： 2172)

http://www.asu.ac.jp

愛知淑徳大学
【選択】国語科教育の最新事情と
魅力ある授業作り

現職教員が教室での授業において扱うことの多い教材を中
心に取り上げ、古典、現代文（文学分野・評論）、スピーチ等
及び国語教育のあり方に関して、新しい視点から問題を提
起しながら、言語活動を核とする学習指導要領に基づき、生
徒たちが言語活動を豊かにし、読むこと書くことに興味・関
心を抱くとともに、発表を中心とした話すことに長けた表現
力を身に着けさせるための授業づくり案を設定し講座を開
設する。

梅藤　仁志（教職・司書・学芸員教育センター教
授）
永井　聖剛（創造表現学部教授）
竹内　瑞穂（文学部准教授）
小池　秀男（教職・司書・学芸員教育センター教
授）
吉田　竜也（文学部准教授）
外山　敦子（初年次教育部門教授）

愛知県長久手
市

18時間
令和3年8月23日～
令和3年8月25日

教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

18,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年7月5日

令03-
30348-
503900号

0561-62-4111　
(内線： 2798)

https://www.aasa.ac.jp
/

愛知淑徳大学
【選択】「生きる力」を育む英語教
育―授業に言語活動をどのよう
に取り込むか―

日頃から授業で直面している指導上の課題、インターネット
社会・グローバル社会の中にあって、「英語を学ぶ」ことには
どういう意義があるのか、また、異質な言語としての英語を
どのように指導するのかなどの問題意識に基づき、学習者
に自立を促す指導方法を実践するためのノウハウを、それ
ぞれの講師による講座で提案する。現職教員が再度、英語
及び英語教育の基本を確認し、指導技術のさらなるレベル
アップが図れるよう配慮する。

McGEE　Jennifer J.（グローバル・コミュニケー
ション学部教授）
MOLDEN　Danny T.（グローバル・コミュニケー
ション学部教授）
MILLER　Adam L.（交流文化学部講師）
TOFF　Mika（交流文化学部教授）
太田　直子（文学部教授）
若山　真幸（文学部教授）

愛知県長久手
市

18時間
令和3年8月23日～
令和3年8月25日

教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

18,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年7月5日

令03-
30348-
503901号

0561-62-4111　
(内線： 2798)

https://www.aasa.ac.jp
/

愛知淑徳大学
【選択】小学校・特別支援学校の
教諭対象「選択領域」講座

学習指導要領の内容を踏まえ、子どもたちが興味・関心をも
ちながら学ぶことができる理科教育の指導法、伝統的な言
語文化に親しむことができる国語科における古典指導、発
達段階に応じた体育の指導の在り方、目標と授業づくりにつ
いて理解を深める外国語教育の指導、確かな学力を確立す
るための算数の指導法、そして一人ひとりに応じた特別支
援教育の在り方などを学ぶ講座を開設する。

中嶋　真弓（文学部教授）
星野　将直（文学部教授）
佐藤　賢（文学部准教授）
松井　千代（文学部講師）
松田　秀子（文学部教授）
佐藤　成哉（文学部教授）

愛知県長久手
市

18時間
令和3年8月23日～
令和3年8月25日

教諭
小学校・特別支

援学校教諭
18,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年7月5日

令03-
30348-
503902号

0561-62-4111　
(内線： 2798)

https://www.aasa.ac.jp
/
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令和３年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

愛知東邦大学
【選択】子どもの貧困と社会的養
育

今日の日本は、7人に一人の子どもが貧困の中にあるとい
われている。とりわけ、ひとり親家庭の貧困率は高く、母子
家庭の貧困率は約6割といわれて異常事態である。このよう
に、子どもの貧困と格差の問題は深刻な状況にあり、学校
教育への影響も否めない。そこで、子どもの貧困と格差の
現状を、社会的養育の視点から紹介し、教育現場において
どのような支援が求められるのか、教職員には何ができる
のかについて考えていく。

伊藤　龍仁（教育学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭・養護教諭・
栄養教諭

6,000円 60人

令和3年4月21日～
令和3年5月21日

(備考　「4月21日～23
日は卒業生・提携校の
先行募集期間」「5月17
日 ～21日は一般募集

期間」)

令03-
30349-
504744号

052-782-9449
http://www.aichi-
toho.ac.jp/

愛知東邦大学
【選択】部活動におけるトレーニン
グ指導のための運動生理学

運動生理学の観点から、主に運動部の活動において科学
的根拠に基づいてトレーニングを指導するために活用でき
る情報を紹介し、その実践を実技にて実施する。それによっ
て、運動部の活動での指導のバリエーションを豊富にして、
現場のトレーニング指導に役立てることができるようになる
ことが到達目標である。

中野　匡隆（人間健康学部助教）
愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月24日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 30人

令和3年4月21日～
令和3年5月21日

(備考　「4月21日～23
日は卒業生・提携校の
先行募集期間」「5月17
日 ～21日は一般募集

期間」)

令03-
30349-
504745号

052-782-9449
http://www.aichi-
toho.ac.jp/

愛知東邦大学
【選択】柔らかな感性を育む表現
教育（造形・図工・音楽）

音楽の素材は音と静寂です。これらを手作り楽器やサウンド
マップの活動から問い直し、音が音楽になっていく過程を実
際に体験することにより、音楽教育の基本的な考え方や指
導法の提案をします。また、幼児造形・図画工作科では主に
表現及び鑑賞に関する基礎知識の学習、子どもの造形意
欲や創造性を引き出す造形・図画工作指導の理論と方法を
体験的に学習し、教材開発力や指導力の向上を目指しま
す。

新實　広記（教育学部准教授）
水野　伸子（教育学部教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月24日 教諭
幼稚園、小学校

教諭向け
6,300円 30人

令和3年4月21日～
令和3年5月21日

(備考　「4月21日～23
日は卒業生・提携校の
先行募集期間」「5月17
日 ～21日は一般募集

期間」)

令03-
30349-
504746号

052-782-9449
http://www.aichi-
toho.ac.jp/

愛知東邦大学
【選択】発達障害における特性の
理解を踏まえた対応（中・高・養）

教育現場で挙げられる課題の背景には、発達障害を含め多
様な発達特性（得意・不得意、感覚の個人差など）が関係し
ている。本講習では主に発達障害のある、または配慮が必
要な生徒について、発達特性としての理解や対人関係や学
校での課題など環境との相互作用による悪循環の結果とし
ての行動的・情緒的問題について講義を行う。またグループ
ワークを用い、受講者同士で教育現場における課題と対応
について共有と検討を行う。

高柳　伸哉（人間健康学部准教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月25日
教諭

養護教
諭

中学・高等学校
教諭、養護教諭

6,000円 40人

令和3年4月21日～
令和3年5月21日

(備考　「4月21日～23
日は卒業生・提携校の
先行募集期間」「5月17
日 ～21日は一般募集

期間」)

令03-
30349-
504747号

052-782-9449
http://www.aichi-
toho.ac.jp/

愛知東邦大学
【選択】発達障害の子どもと保護
者への対応（幼・小）

発達障害についての診断を受けているいないにかかわら
ず、発達障害の疑われる子どもが通常学級に在籍すること
は多くあります。そこで発達障害の特徴や個性について理
解を深め、発達障害の疑われる子が当事者となる問題やト
ラブルについて考えます。また、教育の現場で日々起こる出
来事に対して、どのように対処していくのか、そして子どもや
保護者をどう支援していくのかについて講義を行うとともに
グループワークを行います。

堀　篤実（教育学部教授）
白井　克尚（教育学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月25日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
6,000円 40人

令和3年4月21日～
令和3年5月21日

(備考　「4月21日～23
日は卒業生・提携校の
先行募集期間」「5月17
日 ～21日は一般募集

期間」)

令03-
30349-
504748号

052-782-9449
http://www.aichi-
toho.ac.jp/

愛知文教大学
【選択】〈文学〉をどう教えるか―
漱石・鴎外と現代文学の間

〈文学〉は〈音楽〉に似ていると言われます。〈文学者〉が〈作
品〉を紡ぐのは、〈作曲家〉が〈楽譜〉をものすのと相似形をな
すということです。つまり〈作品〉は〈楽譜〉であり、正確に〈演
奏〉されなければならないということになります。〈文学〉の今
日的意義を導入として、漱石・鴎外等カノンとされた文学と、
現代文学との比較を通し、大学の文学講義と小・中・高の国
語教育の実際を比較し、感性を刺激する言語教育について
理解を深めます。

佐藤　良太（人文学部専任講師） 愛知県小牧市 6時間 令和3年8月18日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、中等
教育学校の国語

科教諭

6,000円 35人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
30350-
504095号

0568-78-2211 http://www.abu.ac.jp
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

愛知文教大学
【選択】小中学校国語科教科書
教材を一緒に研究しましょう

学習指導要領改訂に伴い、教科書掲載の教材も一新されま
した。新しくなった小中学校国語科教科書を用いて、受講生
の皆さん主体の教材研究や授業デザイン作りをしていきま
す。また、実際の授業映像を見ながら、国語科における、児
童生徒の主体的・対話的で深い学びはどうあるとよいのか
も探っていきます。
なお、学校教育には系統性が必要とされており、小中学校
でどのような国語の教材を使用してきたかを知ることは重要
と考えたため、主な受講対象者に高等学校教諭を含むこと
とします。

栗木　智美（人文学部特任教授） 愛知県小牧市 6時間 令和3年8月18日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、中等
教育学校の国語

科教諭

6,000円 35人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
30350-
504096号

0568-78-2211 http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】教育・保育の基盤としての
子ども観

どの子どもも教師と仲良くなりたいと思っているはずです。
一方教師は、子どもは思い通りに動かすことができると考え
てしまうことがあります。子どもと教師のこのような気持ちの
すれ違いから、教育（保育）が円滑に進まないことがありま
す。
本講習では、子ども観や教育（保育）観についてグループ
ワークやロールプレイングを交え、教師に求められる資質・
能力について考えていきます。子どもに信頼される教師を目
指し、自分自身を見つめる機会にしていきます。

保科　潤一（人文学部非常勤講師、愛知文教女
子短期大学幼児教育学科教授）
加藤　智子（人文学部非常勤講師、愛知文教女
子短期大学幼児教育学科教授）

愛知県小牧市 6時間 令和3年8月18日 教諭

幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園教諭、小学

校教諭

6,000円 35人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
30350-
504097号

0568-78-2211 http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】わかることの意味を考え
る

教師が当然だと認識している内容に対して、子どもたちは
誤った概念や、未発達な概念をもっていることがあります。
そのことに気づかないために、できない子どもたちを生んで
しまうことがあります。本講習では、小学校低学年算数の授
業の分析を通して、子どもたちの「わからなさ」を明らかにし
ていきます。『なぜわからないか』を考えることは、校種や教
科に限らず、児童生徒理解の基本であると言えます。

中島　淑子（人文学部教授） 愛知県小牧市 6時間 令和3年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 35人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
30350-
504098号

0568-78-2211 http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】日本語を使わないで英語
を教えるＧＤＭ入門

「英語で授業を」やアクティブ・ラーニングの授業が求められ
ています。
日本語訳や説明をしないＧＤＭ（Graded Direct Method）を
活用すると、学習者一人ひとりが目の前の場面を英語で発
言していくなかで（対話的）、意味や使い方を自分でわかろう
（主体的）とする深い学びの授業となります。生徒の立場で
ＧＤＭの授業を体験し、その理論を理解することから言語学
習の本質を知り、授業改善の方法を学ぶことができます。な
お、小学校英語科教育の観点から、定員の範囲内で「英語
科教育に関心のある教諭」も受け入れる方針とします。

松浦　克己（人文学部非常勤講師） 愛知県小牧市 12時間
令和3年8月18日～
令和3年8月19日

教諭

中学校、義務教
育学校、高等学
校、中等教育学
校の英語科教諭

12,000円 35人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
30350-
504099号

0568-78-2211 http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学 【選択】江戸時代の庶民教育

本講習では、江戸庶民の教養の源であったと考えられる「往
来物」の教科書を基盤として、庶民の学びについて考えま
す。当時使用されていた実際の書物に触れてもらいながら、
書かれている内容や挿絵が、当時の多くの人々の知識形成
にどのように結びついたのかを考えます。さらには、日本人
の高い識字率を培った当時の寺子屋での教育内容を概観
することで、現代の教育につながるヒントを見つけることがで
きます。

松村　美奈（人文学部准教授） 愛知県小牧市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 35人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
30350-
504100号

0568-78-2211 http://www.abu.ac.jp
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愛知文教大学
【選択】特別支援教育の課題と展
望

「特殊教育」から「特別支援教育」へと変わって14年目となり
ます。この14年で何が変わったのか、何が変わらなかった
のか、何を変えられなかったのか、そして、また何を変えて
いかなければならないのか、改めて問い直します。「特別支
援教育」についての概要を聞くことから課題を見つけ、４名
程度のグループで、「問いづくり」を行います。「特別支援教
育」についての課題を「自分事」として捉えて学びます。

小川　純子（人文学部非常勤講師） 愛知県小牧市 6時間 令和3年8月19日 教諭
特別支援学校教
諭、特別支援学

級教諭
6,000円 35人

令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
30350-
504101号

0568-78-2211 http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】触れて見て読む古典文学
―服飾文化を中心として―

現代社会において古典文学への距離は遠いものとなってい
ます。古典文学を学ぶ導入として、視覚的な資料を用いるこ
とや、実物によって古典文学の世界に触れさせることが効
果的だと思っています。平安時代に由来する“装束”のかさ
ね色目や、古典文学が着物のデザインになっていることなど
を紹介しながら、多角的に古典文学という文化を考えてみた
いと思います。講習内では、写本や装束などの実物に触れ
る機会を設けます。

畠山　大二郎（人文学部准教授） 愛知県小牧市 12時間
令和3年8月19日～
令和3年8月20日

教諭

中学校、義務教
育学校、高等学
校、中等教育学
校の国語科教諭

12,000円 35人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
30350-
504102号

0568-78-2211 http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】主体的・対話的で深い学
び（アクティブ・ラーニング）の実
現

一方的な説明や練習に終始する授業から脱却する主体的・
対話的で深い学びが求められており、教科学習だけでなく、
全ての学習指導において実現されなければなりません。そ
こで本講習では、児童・生徒が真に主体的に学ぶ授業を実
現するためにはどのような技法と授業観・学習観が必要か
を、実際に協同の学びの技法を使いながら学びます。また、
学び手が主体的に活動し追究する授業の具体例として、授
業ビデオや逐語記録を検討し合います。

副島　孝（人文学部特任教授）
水野　正明（人文学部非常勤講師）

愛知県小牧市 12時間
令和3年8月19日～
令和3年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 12,000円 35人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
30350-
504103号

0568-78-2211 http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】文化遺産学の観点から尾
張地域を考える

文化遺産と聞くとまず連想するのは、東海地方なら白川郷
（岐阜）や熊野古道（三重）などの世界遺産です。しかしこう
したものだけが文化遺産ではありません。地域の中で歴史
的に蓄積され、その地域を特徴づける文化的所産はすべて
文化遺産であるといえます。
本講習では尾張地域の文化遺産のうち生活文化に関する
ものに焦点を当て、その歴史的経緯と特色について考えま
す。また講習内で、尾張の「食」に関する文化遺産を実証的
に検証する予定です。
なお、本講習はその内容を鑑み、定員の範囲内で「社会科・
地理歴史に興味のある教諭」の受講も受け入れることとしま
す。

内田　吉哉（人文学部准教授） 愛知県小牧市 6時間 令和3年8月20日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、中等
教育学校の社会
科・地理歴史科

教諭

6,000円 35人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
30350-
504104号

0568-78-2211 http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】英語によるアウトプット活
動の充実のために

英語によるアウトプット活動を充実させるために必要な視点
を、内容論と方法論の両観点から提示いたします。内容論
では、学習英文法の見直しや基本語の有効活用という観点
から、方法論では、技能統合型の言語活動（インプット・イン
テイク・アウトプット）という観点から、具体的な事例をご紹介
いたします。なお、小学校英語科教育の観点から、定員の
範囲内で「英語科教育に関心のある教諭」も受け入れる方
針とします。

西脇　幸太（人文学部専任講師） 愛知県小牧市 6時間 令和3年8月20日 教諭

中学校、義務教
育学校、高等学
校、中等教育学
校の英語科教諭

6,000円 35人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
30350-
504105号

0568-78-2211 http://www.abu.ac.jp

愛知文教大学
【選択】子どもと保護者の心をつ
かむ表現とコミュニケーション

人とコミュニケーションを図るには相手を受け入れ、自分の
思いを伝えることから始まります。本講習では、コミュニケー
ションに必要な「表現する」方法について、子どもの育ちや成
長発達の過程を踏まえて理解を深めます。また、グループ
ワークやロールプレイングを活用し、教育現場でも実践でき
るプログラム（レクリエーション・ゲームなど）を体験的に学び
ながら、自分自身の表現力を見つめ直す機会とします。

伊藤　久美子（人文学部非常勤講師、愛知文教
女子短期大学幼児教育学科准教授）

愛知県小牧市 6時間 令和3年8月20日 教諭

幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園教諭、小学

校教諭

6,000円 35人
令和3年4月20日～
令和3年7月19日

令03-
30350-
504106号

0568-78-2211 http://www.abu.ac.jp
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中京大学
【選択】健康・スポーツに関する指
導

・健康教育の概要とその実際。HQCにおける、特性要因分
析、チェックリストの実際とその効果
・症例から学ぶ熱中症と救命のための身体冷却法
・学校・スポーツ事故判例から学ぶリスクマネジメント
・スポーツ・身体運動と脳の発達の関係について

小磯　透（スポーツ科学部教授）
松本　孝朗（スポーツ科学部教授）
石堂　典秀（スポーツ科学部教授）
荒牧　勇（スポーツ科学部教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月4日 教諭

中学校保健体育
科・高等学校保
健体育科教諭向

け

6,000円 50人
令和3年5月7日～
令和3年5月28日

令03-
30360-
504535号

052-835-7162　
(内線： 2421)

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

中京大学
【選択】生徒指導に関する学校と
関係機関との連携

・関わっている非行少年や社会的養護の子どもたちから聞
き取った生の声を元に学校は何をすべきか、どこと連携す
べきかを考えあう
・中教審答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方
策について」（2015年12月）は、「教職員一人一人が自らの
専門性を発揮するとともに、心理や福祉等の専門スタッフの
参画を得て、課題の解決に求められる専門性や経験を補」
う必要性を指摘している。本講座では、子どもの貧困問題、
不登校、非行等に関わってきた専門家によるケースです。

井上　陽子（元中京大学非常勤講師）
丹下　加代子（元中京大学非常勤講師）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月4日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月28日

令03-
30360-
504536号

052-835-7162　
(内線： 2421)

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

中京大学 【選択】新しい国語科指導

・日本語の電子化データベース（コーパス）の最新事情を解
説、その言語研究利用を踏まえた上で、国語科教育におけ
る利用の取り組み事例を紹介する。実際にパソコンを使用し
たデータベース利用実習も行う予定である。
・『平家物語』巻第９「木曾最期」を中心に、文学表現と歴史
的事実との差異の確認、著名な絵画資料を用いた読解補
助の可能性を追究し、かつアクティブ・ラーニングの題材とし
て活用する実践例を考えたい。

宮内　佐夜香（文学部准教授）
德竹　由明（文学部教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月7日 教諭
中学校国語科・
高等学校国語科

教諭向け
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月28日

令03-
30360-
504537号

052-835-7162　
(内線： 2421)

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

中京大学 【選択】道徳教育

・近年の道徳教育政策の動向を概観し、いくつかの実践を
体験することを通じて、今後の道徳教育のあり方を考える。
・ヨーロッパ評議会が開発・推進してきた参加体験型の人権
教育の方法を体験する。またその背景にある経験学習論に
ついて学ぶ。

原口　友輝（教養教育研究院准教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月7日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月28日

令03-
30360-
504538号

052-835-7162　
(内線： 2421)

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

中京大学 【選択】言葉への理解を深める

・英語を中心に、日本語との共通点や相違点も具体的に観
察しながら、脳内システムとしての言葉の本質に思いを巡ら
し、教員としてことばとどう向き合うか考察する。
・社会における性差、地域差、世代差などの多様性が言葉
に与える影響について具体例を挙げ、学校教育の視点から
考察する。

中川　直志（国際英語学部教授）
吉川　寛（国際英語学部非常勤講師）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月9日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 40人

令和3年5月7日～
令和3年5月28日

令03-
30360-
504539号

052-835-7162　
(内線： 2421)

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

中京大学
【選択】ワークショップ：協同で学
ぶ良さを体験する

協同原理に基づいたワークショップを体験し、協同で学ぶ良
さが実感できる受講者参加型の講習である。主な内容は下
記①②の通りであり、「主体的・対話的で深い学び」を目指し
たものになる。
①協同の考え方に立つ学習観・教育観の理解
②授業で使える協同の技法の習得

水谷　茂（教養教育研究院非常勤講師）
愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月7日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 24人

令和3年5月7日～
令和3年5月28日

令03-
30360-
504540号

052-835-7162　
(内線： 2421)

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

中京大学
【選択】ワークショップ：協同で学
ぶ良さを体験する

協同原理に基づいたワークショップを体験し、協同で学ぶ良
さが実感できる受講者参加型の講習である。主な内容は下
記①②の通りであり、「主体的・対話的で深い学び」を目指し
たものになる。
①協同の考え方に立つ学習観・教育観の理解
②授業で使える協同の技法の習得

水谷　茂（教養教育研究院非常勤講師）
愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月9日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,000円 24人

令和3年5月7日～
令和3年5月28日

令03-
30360-
504541号

052-835-7162　
(内線： 2421)

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

東海学園大学
【選択】養護教諭のためのスキル
アップ講座Ⅰ（健康教育）

本講座では、①養護教諭が行う健康教育の進め方、②学校
保健における整形外科的疾患、③学校保健で押さえておき
たい小児疾患とその対応、④身体の仕組みと働きについて
を学ぶ。

梶岡　多恵子（教育学部教授）
大塚　隆信（教育学部教授）
中村　有里（スポーツ健康科学部教授）
加藤　忠（健康栄養学部教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月17日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月16日

令03-
30363-
505037号

052-801-1979
https://www.tokaigakue
n-u.ac.jp/index.html
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東海学園大学
【選択】養護教諭のためのスキル
アップ講座Ⅱ（養護教諭に求めら
れる資質・能力）

本講座では、①性と生殖に関する健康（リプロダクティブ・ヘ
ルス）、②養護教諭の視点で捉えたマネジメント、③養護教
諭と道徳教育、④健康相談に活かすSATレジリエンス法に
ついて学ぶ。

高瀬　加容子（教育学部講師）
出川　久枝（教育学部講師）
安田　隆（教育学部特任准教授）
石田　妙美（教育学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月18日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月16日

令03-
30363-
505038号

052-801-1979
https://www.tokaigakue
n-u.ac.jp/index.html

東海学園大学
【選択】養護教諭のためのスキル
アップ講座Ⅲ（学校救急処置）

本講座では、①最新の医学情報を取り入れた救急医療、災
害医療を学ぶ。②ヘルスアセスメントの基本を学ぶ。③学校
現場でのヒヤリハット事例からヘルスアセスメント・バイタル
サインに着目した救急処置のあり方を学ぶ。

野口　宏（愛知みずほ大学　特任教授）
石田　妙美（教育学部准教授）
高瀬　加容子（教育学部講師）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月19日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月16日

令03-
30363-
505039号

052-801-1979
https://www.tokaigakue
n-u.ac.jp/index.html

東海学園大学
【選択】スポーツをする児童・生徒
への効果的な栄養教育方法

部活動やクラブ活動等でスポーツをする児童・生徒に対し、
望ましい栄養教育方法を知ることを目的とする。エネルギー
代謝やエネルギー産生に関わる体の仕組みを理解し、子ど
もの身体の発達を踏まえたスポーツ栄養学について学ぶ。

寺嶋　正治（健康栄養学部教授）
神戸　絹代（健康栄養学部教授）
高柳　尚貴（健康栄養学部講師）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、保健体育
教諭、家庭科教

諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月16日

令03-
30363-
505040号

052-801-1979
https://www.tokaigakue
n-u.ac.jp/index.html

南山大学
【選択】戦後の北東アジア情勢と
日本

第二次世界大戦後、日本の植民地統治から解放された朝
鮮半島では、冷戦を背景として韓国と北朝鮮の二つの政権
が誕生した。この分断状態を前提として、朝鮮半島を巡る国
際関係はアメリカ、中国、ソ連、そして日本が関わる複雑な
構造をなすこととなる。本講習では、日本と朝鮮半島の関係
をこうした複雑な北東アジアの国際関係の観点から整理し、
現在の日本と朝鮮半島の二つの政権の関係について歴史
的経緯を検討しながら今後の課題について考察する。講習
は、Zoomを利用した同時双方向型で行います。

平岩　俊司（総合政策学部教授） インターネット 6時間 令和3年6月19日 教諭
中学校社会科・
高等学校公民科

教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年4月27日

令03-
30378-
504937号

052-832-3285　
(内線： 3891)

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

南山大学
【選択】学習者中心のドイツ語授
業について考える

講習はまず、中学・高校におけるドイツ語教育の意義と目標
について考えることからはじめます。学習者にはどのような
能力を身につけさせるべきでしょうか。続いて、近年におけ
る外国語教育のキーワードのひとつである「学習者中心」の
授業づくりについて考えます。さらに、学習者の内発的な動
機づけを促す授業とはどのようなものかについて、文法の
扱いからコミュニケーション能力の育成に至るまで、さまざま
な観点からともに考えます。講習は、Zoomを利用した同時
双方向型で行います。

太田　達也（外国語学部教授） インターネット 6時間 令和3年6月20日 教諭

中学校・高等学
校ドイツ語科また
はその他の外国

語科教諭

6,000円 15人
令和3年4月16日～
令和3年4月27日

令03-
30378-
504938号

052-832-3285　
(内線： 3891)

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

南山大学
【選択】中学校・高校教員のため
の法学・政治学

【西洋法史】古代ローマ人が発明し世界に広がったとされる
法とはどのようなメカニズムなのか、最高裁の２つ判例から
リウィウスまで、時空を駆け足で旅して、具体的に勉強しま
す。
【会社法】企業活動は、事故・災害、不祥事等、多様なリスク
にさらされています。また、学校の教育活動も同様です。そ
こで、本講義では、組織（企業）におけるリスクマネジメントに
ついて、法律学の観点から、勉強します。

佐藤　勤（法学部教授）
田中　実（法学部教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年7月3日 教諭
中学校社会科・
高等学校公民科

教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年4月27日

令03-
30378-
504939号

052-832-3285　
(内線： 3891)

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

南山大学 【選択】効果的な教材の開発

このコースでは、教材の開発における問題点や、英語の授
業をより創造的で楽しく効果的にするための教材の使い方
について調査検討を行います。グループワークや討論、共
同研究課題を行います。参加者は自分の授業で使用してい
る教材を持参していただくことになります。最終試験を含め、
すべて英語で行います。

CRIPPS　Anthony（外国語学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和3年7月21日 教諭
高等学校英語科

教諭
6,000円 16人

令和3年4月16日～
令和3年4月27日

令03-
30378-
504940号

052-832-3285　
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

南山大学
【選択】教員としての自分の力と
可能性の再発見

この講習は、実習を中心としたワークショップ形式で行ない
ます。ＡＩ（Appreciative Inquiry）アプローチとナラティヴ・アプ
ローチにもとづき、自分の中のポジティヴな力を見つけてい
きます。参加者どうしでの対話を通して、自分にとっての教
職の意味や価値を再発見・再確認することを目指します。

大塚　弥生（教職センター准教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月7日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 24人
令和3年4月16日～
令和3年4月27日

令03-
30378-
504941号

052-832-3285　
(内線： 3891)

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

南山大学
【選択】統計学 －データサイエン
ス入門－

統計学は幅広い分野で客観的に物事を判断するために必
要な学問です。現行の学習指導要領では高校の数学Iに
「データの分析」が導入され、社会的にもその重要度が増し
ています。本講習では高校数学および中学数学での授業を
サポートすべく、身近なデータを題材に統計学の考え方を涵
養し、判断力を高めることを目的とします。実際のデータサ
イエンスで用いる手法も解説します。講習は、Zoomを利用し
た同時双方向型で行います。

松田　眞一（理工学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月26日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年4月27日

令03-
30378-
504942号

052-832-3285　
(内線： 3891)

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

南山大学
【選択】新要領を踏まえた英語指
導―音読劇の応用―

1.新学習指導要領の概観と外国語教育を取り巻く今日的な
課題。
2.Readers Theatre(RT)理論と新学習指導要領との関連。
3.中・高教科書掲載サンプルを用いたRT脚本化と演習。
4.グループワークによるRT作成と練習及び発表。
5.RT評価の実際と評価練習及び振り返り。

浅野　享三（外国語学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月27日 教諭
小学校、中学校、
高等学校英語科

教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年4月27日

令03-
30378-
504943号

052-832-3285　
(内線： 3891)

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

南山大学
【選択】図形問題を発展的に考察
する手法

中学校、高等学校の数学教育では、問題をつくり変えて新し
い性質を発見する活動や、複数の解法を比較しあう活動が
知られている。本講座では、これらの活動を含めた、問題を
発展的に考察する活動のもとになる手法について、図形問
題に焦点を絞って解説し、その手法を適用した例を挙げ、理
解を深める。講習は、Zoomを利用した同時双方向型で行い
ます。

佐々木　克巳（理工学部教授） インターネット 6時間 令和3年8月27日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年4月27日

令03-
30378-
504944号

052-832-3285　
(内線： 3891)

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

南山大学 【選択】中国語研究の諸側面

発音の指導法、語法の指導法、音読の指導法、造語法の問
題、および教材選択の問題の5項目について検討を行う。こ
れらの検討を通じてこれまで各自が行ってきた中国語の授
業方法について点検するとともに、今後の授業に応用でき
るヒントを見出して、より効果的な中国語教育の実現を目指
す。

中　裕史（外国語学部教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和3年8月28日 教諭
中学校・高等学
校中国語科教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年4月27日

令03-
30378-
504945号

052-832-3285　
(内線： 3891)

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

南山大学
【選択】国語科教員のための古
典・近現代文学研究

日本の古典文学や近現代文学をどのようなものとして捉え
るのか、その可能性や問題点などを、近年の文学研究の動
向や作品の読み方などをふまえながら、あらためて考える。
古典文学担当と近現代文学担当の２名の教員が午前と午
後とにわかれて、各々資料を配付し、それらに従って講習を
進める。時間内に試験時間を設け、筆記試験によって認定
を行う。

岸川　俊太郎（人文学部准教授）
森田　貴之（人文学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 令和3年9月18日 教諭
中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年4月27日

令03-
30378-
504946号

052-832-3285　
(内線： 3891)

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

南山大学
【選択】体験から学ぶ児童・生徒・
教員・保護者の人間関係

児童・生徒間、児童・生徒と教員、教員と保護者など、学校
教育における多様なステークホルダーの間で起こる人間関
係について、体験を通して学び、意義ある関わり方へ向けて
の方策について探究する。

池田　満（人文学部准教授）
愛知県名古屋
市

6時間 令和3年10月10日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 36人
令和3年4月16日～
令和3年4月27日

令03-
30378-
504947号

052-832-3285　
(内線： 3891)

https://www.nanzan-
u.ac.jp/
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対象職

種
主な受講対象者

日本福祉大学

【選択】障害のある子どもの体
育・運動指導　－障害のある子も
ない子も主役になれる授業を目
指して－

体育の授業において、障害のある児童・生徒に対してどの
ような配慮をすればよいのかについて学びます。具体的に
は障害児の体育指導における基本的な考え方、障害の理
解、ルールや道具や技術面への配慮の仕方、インクルーシ
ブ体育の実践方法について、及びパラリンピックの歴史と競
技の特徴についても講義や実習（グループワークを含む）を
通して学んでいきます。

藤田　紀昭（スポーツ科学部教授）
大宮　ともこ（スポーツ科学部准教授）
安藤　佳代子（スポーツ科学部准教授）

愛知県知多郡
美浜町

6時間 令和3年8月6日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 60人

令和3年5月11日～
令和3年5月24日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月11日
～5月17日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月18日～5月24日))

令03-
30380-
504818号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

日本福祉大学
【選択】アタッチメントからみる幼
児・児童の発達

アタッチメント（愛着）の基本を理解するとともに、アタッチメン
トからみた子どもの発達について紹介します。対象は幼児
期から児童期前半（小学校前半の発達段階）の子どもです。
保育や学校現場の先生がたが、アタッチメントに課題を抱え
た子どもたちをどのように理解し支援できるか、また保育や
学校現場で大切にしたいことについても考えていきたいと思
います。

瀬地山　葉矢（教育・心理学部准教授）
愛知県知多郡
美浜町

6時間 令和3年8月18日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 72人

令和3年5月11日～
令和3年5月24日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月11日
～5月17日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月18日～5月24日))

令03-
30380-
504819号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

日本福祉大学
【選択】特別支援教育の理解と教
育実践のあり方

前半は、分離・別学の特殊教育から多様な困難・ニーズをも
つ子どもの学習や発達を保障する特別支援教育・特別ニー
ズ教育への転換の概要とその教育について理解を深めま
す。後半は、特別支援教育・特別ニーズ教育の理念や制度
の枠組みの中で、障害等の困難をもつ子どもの教育実践の
方向性を捉え、子どもの要求や願いをくみ取り、教師と子ど
もが協働して取り組む教育実践の在り方について検討しま
す。本講座は、特別な支援を必要とする子どもたちと関わる
先生方の受講を推奨します。

石井　智也（スポーツ科学部助教）
大宮　ともこ（スポーツ科学部准教授）

愛知県知多郡
美浜町

6時間 令和3年8月18日
教諭

養護教
諭

特別な支援を必
要とする児童・生

徒へ関わる教
諭、養護教諭

6,000円 72人

令和3年5月11日～
令和3年5月24日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月11日
～5月17日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月18日～5月24日))

令03-
30380-
504820号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

日本福祉大学
【選択】子どもを取り巻く貧困問題
と教育の課題

近年、貧困・格差の拡大が大きな社会問題になっています。
とりわけ、貧困な家庭に育った子どもたちの将来に貧困が
再生産されたり、貧困な家庭で児童虐待のリスクが高まった
りするなど、貧困問題のしわ寄せが子どもたちに及んでいる
ことは深刻な問題です。本講習では、保育や児童家庭福祉
のさまざまな切り口から「子どもの貧困」を学び、教育現場で
の課題を考える材料を提供します。

渡邊　忍（社会福祉学部教授）
中村　強士（社会福祉学部准教授）

愛知県知多郡
美浜町

6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 6,000円 72人

令和3年5月11日～
令和3年5月24日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月11日
～5月17日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月18日～5月24日))

令03-
30380-
504821号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/
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日本福祉大学
【選択】地域研究の素材としての
知多半島の近代生活史

近代に入り、日本の社会が急激に西洋化するなかで、新し
い発想でのものづくりが行われ、鉄道・道路などの整備に
よって観光の魅力も発見されました。電力・水道の普及など
によって人々の生活も大きく変わりました。知多半島の近代
のくらしを通して考えることにより、地域を活かした授業を展
開する素材を提供します。

曲田　浩和（経済学部教授）
髙部　叔子（知多半島総合研究所研究員）

愛知県知多郡
美浜町

6時間 令和3年8月19日 教諭

小学校・中学校
（社会）、高等学
校（地理歴史・公

民）教諭

6,000円 72人

令和3年5月11日～
令和3年5月24日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月11日
～5月17日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月18日～5月24日))

令03-
30380-
504822号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

日本福祉大学
【選択】思春期に生じる心の問題
へのアプローチ

思春期、青年期の発達の諸相とその時期に生じやすい「心
の問題」や精神疾患をめぐり、学校でできるカウンセリング
マインドに基づいた対応のあり方などについて解説します。
なかでもいじめや不登校、摂食障害やパーソナリティ障害な
どに重点をおくとともに、薬物依存に陥る心理や非行と虐待
の関係などについて理解を深め、対応について考えていき
ます。また思春期・青年期の若者の心をどう理解したらよい
のか、心理査定の方法についても紹介したいと思います。

早川　すみ江（教育・心理学部准教授）
愛知県知多郡
美浜町

6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 72人

令和3年5月11日～
令和3年5月24日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月11日
～5月17日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月18日～5月24日))

令03-
30380-
504823号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

日本福祉大学
【選択】中・高等学校における基
礎的な英語発信力を育む指導法

新学習指導要領の趣旨を踏まえ、英語による基礎的なコ
ミュニケーション能力を養う指導法の理論を学びます。その
上で、授業に取り入れやすい言語活動を体験・実践し、英語
発信力を育む授業の在り方について考察します。

米津　明彦（国際福祉開発学部教授）
愛知県知多郡
美浜町

6時間 令和3年8月20日 教諭
中・高等学校の

英語科教諭
6,000円 30人

令和3年5月11日～
令和3年5月24日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月11日
～5月17日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月18日～5月24日))

令03-
30380-
504824号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

日本福祉大学
【選択】学校における福祉的課題
～すべての子どもの権利が守ら
れる学校づくり～

近年、いじめや不登校を含む教育福祉的な課題や、児童生
徒があらゆる人（々）のしあわせを願い、実現することをめざ
す福祉教育実践に関する課題など、学校での教育/福祉的
課題への対応が重要であるといわれています。本講習で
は、福祉教育、教育福祉、スクールソーシャルワークなどの
切り口から「学校における福祉（学習）」をキーワードとする
諸課題を検討し、教育現場において先述の問題について考
える手がかり、心構えについて学んでいきます。

野尻　紀恵（社会福祉学部教授）
小林　洋司（社会福祉学部准教授）

愛知県知多郡
美浜町

6時間 令和3年8月23日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭 6,000円 72人

令和3年5月11日～
令和3年5月24日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月11日
～5月17日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月18日～5月24日))

令03-
30380-
504825号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

日本福祉大学
【選択】中・高等学校における英
語活用力を育む指導法

新学習指導要領の趣旨を踏まえ、英語の5技能を総合的に
育成するとともに、学習動機を高め、論理的思考力及び課
題解決能力を身につける授業の理論を学びます。その上
で、role-play、 discussion、 presentation、 debate、 PBLな
どの実践を通して、効果的な指導法を身につけます。

小倉　美津夫（全学教育センター教授）
愛知県知多郡
美浜町

6時間 令和3年8月23日 教諭
中・高等学校の

英語科教諭
6,000円 30人

令和3年5月11日～
令和3年5月24日

(備考　優先申込期間１
（本学卒業生・美浜町
内学校教員）5月11日
～5月17日、優先申込
期間２（地域優先：知多
半島５市５町・高浜・碧
南・安城・西尾市のいず
れかに「在住」する方）5

月18日～5月24日))

令03-
30380-
504826号

0569-87-2218
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

皇學館大学
【選択】伝統文化・地域の理解、
道徳教育及び教育内容の充実

改正教育基本法では旧法の規定に加え「伝統と文化の尊
重」など、今日重要と考えられる事柄が新たに教育の目標と
して規定された。今般開設する講習においては改正法に
沿った内容とし、「道徳教育」「伝統と文化の理解」「地域創
生と教育」「教育内容の充実（「幼保」「小学校」「日本の教育
の歴史（中高）」「ICT活用」より選択）」について理解を深め
ていく。

渡邉　毅（教育学部教授）
土谷　長子（教育学部准教授）
中條　敦仁（教育学部教授）
岩崎　正彌（現代日本社会学部准教授）
高橋　摩衣子（教育学部准教授）
齋藤　平（文学部教授）
杉野　裕子（教育学部教授）
橋本　雅之（現代日本社会学部教授）
川口　雅昭（文学部特命教授）
新田　均（現代日本社会学部　学部長）
加藤　純一（教育学部教授）
萩原　浩司（教育学部助教）

三重県伊勢市 18時間
令和3年8月20日～
令和3年8月22日

教諭 全教諭 18,000円 180人
令和3年5月31日～

令和3年6月2日

令03-
30384-
503332号

0596-22-6049
https://www.kogakkan-
u.ac.jp/

皇學館大学
【選択】伝統文化・地域の理解、
道徳教育及び教育内容の充実

改正教育基本法では旧法の規定に加え「伝統と文化の尊
重」など、今日重要と考えられる事柄が新たに教育の目標と
して規定された。今般開設する講習においては改正法に
沿った内容とし、「道徳教育」「伝統と文化の理解」「地域創
生と教育」「教育内容の充実（「幼保」「小学校」「日本の教育
の歴史（中高）」「特別支援教育」より選択）」について理解を
深めていく。

渡邉　毅（教育学部教授）
土谷　長子（教育学部准教授）
中條　敦仁（教育学部教授）
岩崎　正彌（現代日本社会学部准教授）
高橋　摩衣子（教育学部准教授）
齋藤　平（文学部教授）
橋本　雅之（現代日本社会学部教授）
長谷川　怜（文学部助教）
川口　雅昭（文学部特命教授）
山本　智子（教育学部 准教授）
新田　均（現代日本社会学部 学部長）
萩原　浩司（教育学部助教）

三重県四日市
市

18時間
令和3年8月19日～
令和3年8月21日

教諭 全教諭 18,000円 180人
令和3年5月31日～

令和3年6月2日

令03-
30384-
503333号

0596-22-6049
https://www.kogakkan-
u.ac.jp/

成安造形大学
【選択】写真・教育現場での活用
と表現指導

カメラや周辺機器のデジタル化が進み、写真は特別なもの
ではなくなっている。ほとんどの人が何らかの形で撮影の道
具を利用しているといっても過言ではないが、カメラは高価
な上位機種を持てばよい写真が撮れるという訳ではない。
また、コンピュータ上で画像処理をすることで、よい写真が仕
上がる訳でもない。身近な機材で撮影した写真のイメージを
いかに利用するか、スライド発表やミニ写真集の構想まで、
撮影から編集にいたる方法を学んで学校現場での応用につ
なげる。尚、この講座は画像処理や画像加工を学ぶもので
はありません。

金澤　徹（芸術学部教授） 滋賀県大津市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
13,000円 15人

令和3年5月14日～
令和3年5月22日

(備考　5月14日～5月
15日は、本学卒業生先

行募集期間)

令03-
30389-
505324号

077-574-2118 http://www.seian.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

成安造形大学
【選択】日本で見られる西洋近代
の名画

モネ、ルノワール、ドガ、セザンヌ、ゴーガン、ファン・ゴッホと
いった西洋近代絵画の巨匠たちの作品は、児童・生徒にも
親しみやすいものといえる。日本国内の美術館が所蔵する
作品を中心に彼らの画業をふりかえり、印象派・ポスト印象
派を中心とする近代美術の意義を再考する。図画工作や美
術における鑑賞教育にととまらず、国語教育における表現
の理解、歴史教育における近代とその文化の理解などをす
すめる。

千速　敏男（芸術学部教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月4日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 40人

令和3年5月14日～
令和3年5月22日

(備考　5月14日～5月
15日は、本学卒業生先

行募集期間)

令03-
30389-
505325号

077-574-2118 http://www.seian.ac.jp

成安造形大学
【選択】古典技法（テンペラ画）に
よる絵画表現方法

　古典技法は絵画制作におけるプロセスを重視しており、そ
こには西欧絵画が培ってきた絵画空間を表現する上で必要
となる様々な要素が凝縮されている。
　この講習では卵黄を使用したテンペラ画を制作することに
よって、西欧絵画の成り立ちや表現方法を探る。絵の基底
材としての下地の持つ意味や、顔料とメディウムの関係、明
度設計の役割など、絵画の基本的な構造を制作プロセスを
通じて学び、絵画制作の指導方法を考察する。

馬場　晋作（芸術学部准教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（美

術）、高等学校教
諭（美術）

7,000円 20人

令和3年5月14日～
令和3年5月22日

(備考　5月14日～5月
15日は、本学卒業生先

行募集期間)

令03-
30389-
505326号

077-574-2118 http://www.seian.ac.jp

成安造形大学
【選択】版画・孔版　―布に刷るス
テンシル―

版画の一種であり、伝統的な型染めの技術を利用したのが
ステンシル技法です。特別な設備も必要なく、手軽に布に図
柄をつけることができるのが特徴ですが、本講座では、作業
工程を一通り実体験することで、教育現場における実施へ
の応用も探ります。

田辺　由子（芸術学部教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月5日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（美

術）、高等学校教
諭（美術･工芸）

7,000円 20人

令和3年5月14日～
令和3年5月22日

(備考　5月14日～5月
15日は、本学卒業生先

行募集期間)

令03-
30389-
505327号

077-574-2118 http://www.seian.ac.jp

成安造形大学 【選択】綿棒を使った立体造形

綿棒の両端を接着して立体造形を行う。習作として基本的
な立体を組み合わせたのち、より複雑な構造物へと展開し、
ひとつのかたちを組み合わせてできる造形の可能性を探究
する。自由課題「まとう」では、習作の経験を活かして身体に
装着する立体作品に取り組む。自然がつくる身体の有機的
な造形と、人工的な幾何学造形との対比や融合を考えて制
作する。
これにより、具体的なモチーフに頼らない「美しさ」の追求と
理解、および制作途中に刻々と変わる表情の観察と予測な
ど自身が予想しえなかった到達点に導くための学習体験の
あり方を考察する。

石川　亮（芸術学部准教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭・高等

学校教諭
6,000円 20人

令和3年5月14日～
令和3年5月22日

(備考　5月14日～5月
15日は、本学卒業生先

行募集期間)

令03-
30389-
505328号

077-574-2118 http://www.seian.ac.jp

成安造形大学
【選択】インクルーシヴ教育にお
ける造形ワークショップの提案

障害を持った子どもたちとそうでない子どもたちがともに学
ぶことができるアートワークショップについて、アートの視点
を用い考えるとともに体験する。午前中は障害学などの知
見をもとに、知的障害や発達障害についてどのように考える
ことができるかを検討し、様々な表現の可能性を探る。午後
は造形ワークショップのあり方について考える。

島先　京一（芸術学部教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月6日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、養護

教諭

6,000円 30人

令和3年5月14日～
令和3年5月22日

(備考　5月14日～5月
15日は、本学卒業生先

行募集期間)

令03-
30389-
505329号

077-574-2118 http://www.seian.ac.jp

びわこ学院大学
【選択】子どもの貧困の現状と必
要な支援

子どもの貧困には、いくつかの特徴的な背景が明らかに
なっています。その背景要因を知り、将来を含む子どもたち
にどのような影響が及んでいるかについて学びます。また、
生きづらさを抱える子どもたちに対して先駆的に取り組まれ
ている地域活動を学びながら、教員に求められている支援
や関わりについて考えます。

竹澤　賢樹（金沢学院大学　文学部助教）
滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月10日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭
向け

6,000円 90人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504673号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】消費者教育にどのように
取り組むか～教育活動に消費者
教育の視点を～

学習指導要領の内容を踏まえ、消費者教育に関する基本
的な考え方や教育活動の中でどのような視点が必要かを確
認しながら、消費者教育のあり方を探る。
消費者教育の指導力向上を目指し、「消費者問題」の現状
やその背景等、滋賀県消費生活センターの情報を得るとと
もに、消費者教育の実践的な知識の習得を図る。

出口　由美子（教育福祉学部非常勤講師）
滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月12日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭
向け

6,000円 90人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504674号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

びわこ学院大学
【選択】特別支援教育の充実に向
けて考えること

特別支援教育の必要な事例は、校内において多岐にわたっ
ている。今一度基本に立ち返り、学校・学級における「実態
把握」「根拠に基づく支援」「授業の充実・学級における支
援」「心のバリアフリー」に関連するものとして「交流及び共
同学習」「合理的配慮」等について観点や具体的な方略、課
題について整理し提示していきたい。

小西　喜朗（教育福祉学部教授）
滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭
向け

6,000円 90人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504675号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学 【選択】特別支援教育

・障碍観の変遷とバリアフリー、心のバリアフリーについて考
えます。
・子どもの姿を発達や関係性の視点で捉える観察によるア
セスメントと関わりにおける配慮や工夫など指導上の手立て
について考えます。
・また、「問題行動」と言われる子どもの困った振る舞いへの
対応や取り組みの評価に関わる問題についても考えます。

後藤　真吾（教育福祉学部講師）
滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月10日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
義務教育学校・
特別支援学校教
諭、養護教諭向

け

6,000円 90人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504676号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】地域とともにある学校
（園）づくり

変化の激しい社会を踏まえ、次代の地域の担い手を育成す
るための地域創生の在り方と、学校（園）の新学習指導要領
「社会に開かれた教育課程」の実現を目指すための方策
を、コミュニティ・スクールの設置や実践から学ぶ。

高木　和久（教育福祉学部非常勤講師）
滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月12日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭
向け

6,000円 90人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504677号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】子どもの理解とソーシャル
カウンセリングの方法

専門職者とは何か？という質問に対してこの講座では、
ケースワーク、カウンセリング等々の手法を用いて、今目の
前にいる子どもにどの様に適切にかかわったらよいのかを
中心に一緒に考えていく。何気ない言葉のかけ方の意味を
深め、自己覚知を行う。

吉弘　淳一（福井県立大学　看護福祉学部教
授）

滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

教諭、養護教諭
向け

6,000円 90人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504678号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】ソーシャルワーク的な視
点で利用者の状況を把握（アセ
スメント）する方法を学ぶ

本講座ではソーシャルワークの手法に基づき利用者（親、子
ども）の状況を把握（アセスメント）できるようになることを目
指す。関連して先進的な取り組みとしてフィンランドの子育て
支援（主にネウボラ）について学ぶ。

榎本　祐子（教育福祉学部講師）
滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月5日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園教諭向け

6,000円 90人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504679号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】造形表現　(幼児造形表
現)

「個性を輝かせ、心豊かな表現力についての追究」　
・一人一人の良さを認め、笑顔になれる表現、造形遊びにつ
いて
・発達過程に応じた造形表現の特性について
・子どもが心から「やってみたくなる」教材研究について
・心がワクワクする造形遊びの実践について

髙橋　容子（びわこ学院大学短期大学部　講
師）

滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月10日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504680号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】子どものからだ、子どもと
からだ　再考

「かんがえる」・「こころみる」・「かえりみる」をキーワードに、
幼児期の身体活動（運動遊び）について、その効果を再考
するとともに、発達を考慮した活動の内容やその指導・支援
について考える機会としたい。

奥田　愛子（教育福祉学部教授）
滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月12日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504681号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】乳幼児リトミック（0～2歳）
と道具を使ったリトミック（0～5歳）

１～2限　乳幼児期（0歳児～2歳児）の発達段階に応じたリト
ミックのレパートリーを増やしましょう。
3～4限　0歳児～5歳児までを対象にした道具（ボールやス
カーフ、縄跳び、楽器など）を使用したリトミックについて講
習します。

竹下　則子（びわこ学院大学短期大学部　講
師）

滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月16日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504682号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学 【選択】子どもと表現

（造形表現）「造形あそび」の実践を通して、子どもの中から
引き出す造形活動について考えていきましょう。
（音楽表現）幼児期に必要な発声の注意を実際に体験しな
がら習得します。最後は2曲合唱します。

内山　育子（教育福祉学部講師）
和田　健一（教育福祉学部講師）

滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月19日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504683号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/
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びわこ学院大学

【選択】小学校の体育授業におけ
るボール運動の授業づくり－運
動の苦手な子も楽しめる体育授
業－

体力低下問題の一つとして、積極的に運動する子とそうでな
い子との二極化が指摘されてきました(文部科学省,2012)。
体育の授業は、運動が得意な子も、苦手な子も共に学ぶ時
間です。体育授業の中で、運動が苦手な子が、楽しさを感じ
積極的に授業に取り組むようになれば、運動に向かうきっか
けになるかもしれません。本講習では、小学校体育授業の
ボール運動を取り上げ、運動が苦手な子も積極的に参加で
きる授業作りを考えていきます。

深田　直宏（教育福祉学部准教授）
滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月8日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504684号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】小学校外国語活動・英語
科指導力向上講座

新学習指導要領実施下における評価、言語活動、小中連
携等のあり方について学ぶ。教科としての新しい内容や指
導法の工夫を学び合う場とする。※コロナ対策を考えた外
国語活動。

大谷　五十二（教育福祉学部非常勤講師）
滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月8日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504685号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】学校教育における水泳の
役割と授業のヒント

講義では、学校教育において水泳を取り扱う意義をその歴
史を振り返り、泳技能を習得する上の水中における物理的
特性や近代四泳法の理論について解説する。また、実技で
は、「安全確保につながる運動」（自己保全能力の獲得）か
ら近代四泳法の習得についての指導法を紹介する。

吉見　譲（教育福祉学部教授）
滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月16日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
（保健体育）教諭

向け

6,000円 15人
令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504686号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

びわこ学院大学
【選択】危機管理における養護教
諭の役割

平成30年2月に文部科学省より発行された「学校の危機管
理マニュアル作成の手引」をもとに、危機管理における養護
教諭の役割について、演習を通して学ぶ。
＊新たな危機事象「新型コロナウイルス感染症」への対応を
含む。

岩崎　信子（教育福祉学部教授）
滋賀県東近江
市

6時間 令和3年8月5日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年4月30日

令03-
30392-
504687号

0748-35-0005
https://www.biwakogak
uin.ac.jp/

京都女子大学 【選択】世界史研究の動向

午前中は、中世から近世にかけてのヨーロッパ史（政治、経
済、社会、文化）を捉えるための重要な論点について、でき
るだけ新しい研究をもとに述べていく。午後は13-14世紀の
西アジア史の諸問題（政治、外交、文化など）について、エ
ジプトとシリアを中心に論じる。いずれも最後は、教科書に
は収まりきらない学界の最新成果を学校現場でどのように
反映できるかについて、まとめていただく予定である。

山田　雅彦（文学部教授）
谷口　淳一（文学部教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月7日 教諭

中学校社会科教
諭向け、高等学
校歴史科教諭向

け

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月30日

令03-
30404-
503883号

075-531-7275
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/

京都女子大学
【選択】発達障害の基本－ちょっ
と気になる子どもの理解と支援－

「発達障害」という言葉を耳にしたことはあると思いますが、
正しく説明することはできますか。「『発達がゆっくり』であれ
ば、知的障害とはどう違いますか？」「自閉症、アスペル
ガー、PDD、ASDの関係は？」など、わかっているようで曖昧
なことも多いはず。教育、支援に携わる者にとってはまず自
分が経験と知識で正しく理解する必要があります。そして、
他者に説明するには確かな知識が必要です。本講習では
実践に生かす「発達障害の確かな知識」の修得を目指しま
す。

中井　靖（発達教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月6日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、幼保連携
型認定こども園

保育教諭

6,000円 50人
令和3年6月1日～
令和3年6月30日

令03-
30404-
503884号

075-531-7275
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/

京都女子大学 【選択】生活を科学する

ひとびとの生活を科学的に捉えて分析することは、物心とも
に生活を豊かにするだけでなく、産業での商品開発やサー
ビスの設計において不可欠です。この講義では、住生活・衣
生活・サービスデザインの3つの視点から、科学的な研究と
その応用について講義します。

山岡　俊樹（家政学部教授）
北尾　靖雅（家政学部教授）
渡邊　敬子（家政学部准教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月7日 教諭
中学・高等学校
家庭科教諭向け

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月30日

令03-
30404-
503885号

075-531-7275
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/

京都女子大学
【選択】今、社会で起きていること
―家族/環境エネルギーから考
える

本講習は、現代社会における家族並びに環境エネルギー
の最新事情についてオムバニス形式で講義を行う。まず前
半では、現在の日本社会における様々な家族の規範をめぐ
る問題を社会学的に考察する。後半では社会と環境に再生
可能・自然エネルギー利用がどのように関係するかを考え
る。

奥井　亜紗子（現代社会学部准教授）
諏訪　亜紀（現代社会学部教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月6日 教諭

中学校社会科教
諭向け、高等学
校公民科教諭向

け

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月30日

令03-
30404-
503886号

075-531-7275
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/
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京都芸術大学 【選択】アートの時間

表現領域においては、美術館でのワークショップの事例を
紹介し、実際のワークショップを体験します。鑑賞領域にお
いては、対話による名画の鑑賞と彫刻作品の触察を行ない
ます。授業研究では、実践例を取り上げながら授業者が発
表を行ない、これについて講習参加者全員による意見交換
を行ないます。

鷹木　朗（芸術学部教授）
次橋　秀樹（芸術学部講師）
湯川　雅紀（関西福祉科学大学　教育学部准教
授）

京都府京都市 18時間
令和3年7月30日～
令和3年8月1日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学

校教諭（主に図画
工作・美術を担当

する方）向け

20,000円 25人
令和3年4月16日～
令和3年7月25日

令03-
30406-
505796号

075-791-9243
http://www.kyoto-
art.ac.jp/

京都文教大学 【選択】現代観光論

今日学校教育において他者とどのようにコミニケーションを
取り「協働」していくかと言う観点が非常に重要である。観光
は他者との出会いの場として、これらを学ぶ場としては最適
である。しかし観光は近年情報インフラの発展に伴って極め
て加速度的に変化しており、旅行者の観光に対する価値観
も大きく変化している。これらを理解するために現代観光の
最前線であるロゲイニングやものがたり探訪、アニメ聖地巡
礼等を取り上げ、今日における旅行者の実情を理解する。
これらの事例における旅行者と地域の関係を理解すること
は、まさに今日学校教育において重要視される「協働」を深
く理解するために大きく貢献できると考える。【オンデマンド
型】

片山　明久（総合社会学部総合社会学科准教
授）

インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和4年3月1日

教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 200人
令和3年4月16日～
令和4年1月31日

令03-
30410-
504886号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】教師と子どものためのメン
タルヘルス

小・中・高校時代は、様々な対人関係を通して社会性を身に
つけながら、一方で「自分らしさ」という個性を形成していく心
理的課題に満ちた時期です。この時期には、身体的・社会
的にも大きな変化をともない、精神的不調が起こりやすくも
あります。本講習では、この時期に子ども達が直面する様々
な心理的課題や精神的不調、孤食や不規則な食生活に纏
わる課題、摂食障害など精神・身体面での問題、そして子ど
も達を育み守る教師自身のメンタルヘルスについて、その
理解と具体的対応・援助を学びます。実施形態：「オンデマ
ンド型」

松田　真理子（臨床心理学部臨床心理学科教
授）
平尾　和之（臨床心理学部臨床心理学科教授）

インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和4年3月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 400人
令和3年4月16日～
令和4年1月31日

令03-
30410-
504887号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】込められた物語から読み
解く思春期の心～どうして子ども
はマンガが好きなのか～

マンガというものがどのように生まれてくると考えられるのか
について講義を行う。具体的には人間が持つ心の機能や構
造について概説し、その中でもイメージの生成機能と物語の
意義について説明を行う。その上で、マンガ「NARUTO」につ
いて「内的異形性」という観点から、マンガ「鋼の錬金術師」
「ヒカルの碁」については「異能性」と「この世に降り立つこ
と」という観点から思春期の心性について講義を行う。その
他のにも随時マンガを紹介しながら講義を行う。実施形態：
「オンデマンド型」

倉西　宏（臨床心理学部臨床心理学科准教授） インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和4年3月1日

教諭
養護教

諭

小学校教諭・中
学校教諭・高校
教諭・特別支援
学校教諭・養護

教諭

6,000円 200人
令和3年4月16日～
令和4年1月31日

令03-
30410-
504888号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】脳の発達過程から理解す
る　子どもの高次脳機能障害

子どもの高次脳機能障害の基本的な考え方、原因、特徴に
ついて学び、脳の発達過程から理解する。子どもでもできる
神経心理学的検査について学び、実際に注意機能検査を
体験し、注意機能のはたらきについて考える機会をもつ。さ
まざまな事例から学校現場でどのような対応が可能かにつ
いて考える。実施形態：「オンデマンド型」

中島　恵子（臨床心理学部臨床心理学科教授） インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和4年3月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園、小学校、
中学校教諭、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 200人
令和3年4月16日～
令和4年1月31日

令03-
30410-
504889号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

京都文教大学
【選択】授業と学級経営の相乗効
果で子どもの可能性を伸ばす

よい学級は、子どもが生き生きと過ごし、自分の可能性を伸
ばしているという実感をもっています。そのような学級を創り
出すための、授業や学級マネジメントの方法を紹介します。
現場から生じる様々な問題、教師の悩み等を踏まえながら、
理論だけでなく現場ですぐに役立てられる実学を修得するこ
とを目的としています。学級経営と授業を関連させていくこと
で、相乗効果が得られることを、実例をもとに解説します。実
施形態：「オンデマンド型」

大前　暁政（こども教育学部 こども教育学科准
教授）

インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和4年3月1日

教諭 小学校教諭 6,000円 200人
令和3年4月16日～
令和4年1月31日

令03-
30410-
504890号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】リスク教育の視点から食
育を捉える

子どもたちが健康に関する正しい知識と望ましい生活習慣
を身につける上で、学校における健康教育の重要性が高
まっている。本講座では、食育の方法論としてリスク教育の
考え方を取り入れ、食事・栄養のとり方と食品がもつ危害因
子（ハザード）の二つの視点から健康リスクマネジメント力を
身に付ける方法を考える。実施形態：「オンデマンド型」

田中　惠子（京都文教短期大学　食物栄養学科
教授）
望月　美也子（京都文教短期大学　食物栄養学
科准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和4年3月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 200人
令和3年4月16日～
令和4年1月31日

令03-
30410-
504891号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】家族システムから子ども
の課題と家族支援を考える

子どもは家族とともに成長します。そして、子どもの問題や
課題は、子どもが属する家族システムの「一つのあらわれ」
であることが少なくありません。教師が子どもに関する様々
な問題事象に取り組むには、家族の問題を避けて通ること
が出来ません。この講座では、家族を「システム論」の立場
からとらえ、子どもの課題が示す意味やその対応について、
また、そのために必要な家族理解と家族支援について考え
ます。実施形態：「オンデマンド型」

柴田　長生（こども教育学部 こども教育学科教
授）

インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和4年3月1日

教諭
養護教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教

諭

6,000円 200人
令和3年4月16日～
令和4年1月31日

令03-
30410-
504892号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】スポーツ指導（運動部活
動）をスポーツサイエンスからア
プローチする

昨今、スポーツは科学的に分析され、様々なことが客観視
できるようになり、パフォーマンス向上には、科学を取り入れ
ることが求められるようになった。本講習は”スポーツはサイ
エンスでもある。”をモットーに、スポーツサイエンスの要素
である”パフォーマンス構造論”、”パフォーマンスに関わる
エネルギー供給システム”、”スポーツ栄養学”からスポーツ
を追究し、パフォーマンス向上についての方法を考察、実践
する。実施形態：「オンデマンド型」

山下　篤央（京都文教短期大学　ライフデザイン
学科准教授）
久米　雅（京都文教短期大学　食物栄養学科准
教授）
岩田　美智子（京都文教短期大学　ライフデザ
イン学科講師）

インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和4年3月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校・高等学
校教諭・養護教
諭・栄養教諭

6,000円 200人
令和3年4月16日～
令和4年1月31日

令03-
30410-
504893号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学 【選択】ジェンダーを考える

ジェンダー学がどのようにはじまったかを、アメリカの社会学
者ゴッフマンの有名な『広告の仲のジェンダー表現』を紹介
しながら、考え、その後の女性学、男性学でなにが問題とさ
れたか、性がいくつの次元から構成されているかを理解す
る。LGBTQ+という言葉が広まり、多様性を認めようという主
張がなされるように日本でもなってきたが、性的多数派はそ
れほど揺るぎない存在なのかも最後に考え、ジェンダーを意
識した教育活動を考えることができることを目指す。実施形
態：「オンデマンド型」

遠藤　央（総合社会学部 総合社会学科教授） インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和4年3月1日

教諭
幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
6,000円 200人

令和3年4月16日～
令和4年1月31日

令03-
30410-
504894号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】京都・宇治発　地域協働
の総合的な学習

地域と連携した地域協働型学習について、宇治市内の小学
校、中学校で実践されている「宇治学」の事例をもとに、小
学校、中学校の総合的な学習の時間や高等学校の総合的
な探究の時間で実践できる教材化の視点や学習方法、評
価方法などについて解説します。実施形態：「オンデマンド
型」

橋本　祥夫（こども教育学部こども教育学科准
教授）

インターネット 6時間
令和3年7月15日～
令和4年3月1日

教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 200人

令和3年4月16日～
令和4年1月31日

令03-
30410-
504895号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

同志社大学 【選択】組織神学の現代的課題

宗教科（聖書科）の教材として使用可能なキリスト教思想研
究の最新成果を紹介し、教育上の要点を提供することを目
的とする。（１）キリスト教を他の宗教との関係でどのように
位置づけ、語ることができるかを「宗教間教育」の視点から
論じる、（２）キリスト教と世俗的価値観（科学を含む）を架橋
する「良心」の可能性について考察する、（３）特別の教科に
格上げされた「道徳」（中学校）をキリスト教主義教育の立場
から検討し、宗教科（聖書科）によって「道徳」を代替する可
能性について考察する。

三宅　威仁（神学部教授）
小原　克博（神学部教授）

京都府京都市 6時間 令和3年7月31日 教諭

中学校・高等学
校宗教科教諭お
よび宗教の授業
を担当している小

学校教諭向け

6,000円 30人
令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504749号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/

同志社大学
【選択】英語の指導と評価：ダイ
ナミック・アセスメント

ヴィゴツキーの社会文化理論に基盤をおいたダイナミック・
アセスメントの観点から、英語のスキル指導と評価のあり方
を考察する。まず、従来の評価方法とは異なる観点から指
導と評価の関係性を理解するダイナミック・アセスメント、そ
してその基盤となる社会文化理論の重要概念について解説
する。そして、ワークショップでは教室におけるダイナミック・
アセスメントの導入及び活用に関する実践的な知識の定着
を図る。

赤松　信彦（文学部英文学科教授）
能登原　祥之（文学部英文学科教授）
田中　貴子（文学部英文学科　准教授）
鬼田　崇作（広島大学　外国語教育研究セン
ター准教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
6,000円 30人

令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504750号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/

同志社大学
【選択】新しい数学の流れと対話
的および探究的授業の例

高大接続改革や学習指導要領の改訂の中で、新しい数学
の授業が求められている。本講義では、先ず数学教育の新
しい流れについて確認し、その後対話的、探究的授業の実
践に役に立つ例題を考察する。それらは、一見数学の教科
書等では扱わない内容に見えるが、数学の基本的な考え方
が現れていることなどを見ていく。主に高等学校の教科書を
参考にするが、中学での学びでも十分に理解ができる。ま
た、中高生向けに数学の最先端の問題の例も紹介する。

多久和　英樹（理工学部機械システム工学科教
授）
竹井　義次（理工学部数理システム学科教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月12日 教諭
高等学校数学科
教諭向け（中学校
数学科教諭も可）

6,000円 50人
令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504751号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/

同志社大学
【選択】あっ，こんなところに数学
が

特に嫌われている科目の算数・数学をなぜ教えなくてはなら
ないのか，このことを意識した講義を行います。具体的に
は，算数・数学教育が脳の成熟を促すことを紹介します。ま
た，便利な日常生活が先端技術によって支えられており，そ
こに数学が本質的に関係し，その数学が学校で習う算数・
数学に基づいていることを紹介します。

今井　仁司（理工学部数理システム学科教授）
藤原　宏志（京都大学大学院　情報学研究科准
教授）
川口　周（理工学部数理システム学科教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月13日 教諭
中学校・高等学
校数学科教諭向

け
6,000円 50人

令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504752号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/

同志社大学
【選択】有機化学　－基礎と応用
－

化学の中でも有機化学は児童、生徒にとって得手不得手が
分かれる分野である。実験は好きな子供は多いが化学反応
式の意味が捉えきれない場合も多々ある。本講義では、有
機化学の本質を説明し、単なる暗記科目ではないことを明ら
かにするとともに、現在、この分野で行われている大学の最
先端を講義することで、児童、生徒に対して興味を持続させ
るための授業中でのトピックスを手に入れる手助けをする。

太田　哲男（生命医科学部教授）
水谷　義（理工学部教授）
大江　洋平（生命医科学部教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月6日 教諭
高等学校理科教
諭向け（中学校理

科教諭も可）
6,000円 50人

令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504753号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/

同志社大学 【選択】生命医科学

生命医科学部教員３名で担当します。米井は「糖化ストレス
と老化」のテーマで、基礎研究から社会実装への橋渡しまで
を概説します。市川は、生活習慣病をはじめとする各種内科
疾患の病態と活性酸素・フリーラジカルとの関与を述べ、そ
れらの病態についての予防・治療について解説します。西
川は「お薬を創る－基礎研究から臨床へ」のテーマで、大学
の研究室や製薬会社の研究所で行われる基礎研究から、
医薬品が誕生するまでを概説します。

米井　嘉一（生命医科学部教授）
市川　寛（生命医科学部教授）
西川　喜代孝（生命医科学部教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校・高等学
校理科教諭向け

6,000円 20人
令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504754号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

同志社大学
【選択】“物理”の視点で捉える
“生命・化学・地球”－受講者と共
に考える、これからの“理科”－

熱力学の法則によると、秩序のあるものは、時間とともに、
無秩序に変化していく。しかしながら、地球上では、多様な
パターンの雲が自発的に生成し、海には潮流が生じる。生
物も、秩序を自ら作り出している存在である。本講習では、
このような、時間的・空間的自己組織化を話題として取り上
げながら、近年の自然科学の発展をわかりやすく解説する。
時間、空間パターンの記述に、非線形数学の手法が有用で
あるので、そのエッセンスについても併せて紹介したい。

剣持　貴弘（生命医科学部教授）
貞包　浩一朗（生命医科学部准教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月12日 教諭
中学校・高等学
校・理科・数学科

教諭向け
6,000円 20人

令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504755号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/

同志社大学 【選択】化学実験（有機分野）

高校の教科書にある実験のいくつかを取り上げ、実際に実
験を行う。内容は、希望を募り、可能性のあるものを行う予
定である。化学実験の経験が少ないが、教科を指導する必
要がある教員を中心に講習を行う予定であるが、必ずしも
それに限定するものではない。また、大学の研究室見学を
行い、先端研究に用いる機器や器具を知る。

太田　哲男（生命医科学部教授）
大江　洋平（生命医科学部教授）
中村　祐士（生命医科学部助教）

京都府京田辺
市

6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校・高等学
校理科教諭向け

6,421円 16人
令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504756号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/

同志社大学
【選択】公民科における実践的教
育

「国際取引と紛争解決」をテーマに、座学だけでなく実践的・
体感的な内容の講習を行う。座学としては、国際取引の実
態（特に技術進歩への対応）について、最先端の話題を選
んで、商学と法学の観点から紹介・検討する。また、紛争解
決の方法としての交渉と調停について、その理論や技法を
座学として理解した上で、実際に交渉ゲームや模擬調停を
行いながら、その要点を体得する。

髙杉　直（法学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月7日 教諭
中学校社会科・
高等学校公民科

教諭向け
6,000円 30人

令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504757号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/

同志社大学
【選択】社会科・地歴科教材発掘
と授業

１）身の回りの教材の山を見つけにいこう。同志社大学構内
にある歴史の授業に使える教材の見学と教材化を考えま
す。
２）PC用社会科教材ソフト「世界の国々」で学習体験しよう。
参加者に問題を解いてもらいます。OSフリーな教材開発に
ついても紹介します。
３）絵本をもとに授業をしてみよう。『絵本版おはなし日本歴
史』（岩崎書店）をもとに、授業における絵本活用の実習をし
ます。
＊アクティブ・ラーニング型授業で行います。

金子　邦秀（社会学部教授）
児玉　祥一（文学部/免許資格課程センター 教
授）
田中　曜次（社会学部/免許資格課程センター
准教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月12日 教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭で
社会科・地理歴
史科の教材開発
に関心のある方

6,421円 20人
令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504758号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/

同志社大学
【選択】社会科・公民科の教材開
発

 新しい社会科・公民科、シティズンシップ教育、憲法と法関
連教育について、最新の情報を提供するとともに、受講者と
ともに議論を深める。
 その中では、社会科・公民科教材としての判例や社会問題
の法的論点について解説し、授業におけるそれらの活用方
法について考察する。

奥野　浩之（文学部/免許資格課程センター准
教授）
児玉　祥一（文学部/免許資格課程センター 教
授）
田中　曜次（社会学部/免許資格課程センター
准教授）
川口　博夫（川口法律事務所　弁護士）

京都府京都市 6時間 令和3年8月13日 教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭で
社会科・公民科
の教材開発に関

心のある方

6,000円 20人
令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504759号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/

同志社大学 【選択】情報社会の光と影

1) Web技術を中心に，最近の情報技術について解説しま
す。
2) 近年の多様なソーシャルネットワーク/ソーシャルメディア
について解説するとともに，その授業での利用について考え
ます。
3) 情報セキュリティの問題について，特に最近の様々なク
ラッキングやコンピュータウィルスなどについて紹介するとと
もに，その生徒への指導についても検討します。

原田　隆史（免許資格課程センター 教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月6日 教諭

高等学校教諭
で，最新の情報
環境に興味のあ

る方

6,000円 30人
令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504760号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/

同志社大学
【選択】障がい理解授業のアイデ
アを体験する・考える

講義形式の理論と疑似体験により、通常の学級などにおい
て、障がい理解に関する授業での活用に役立たせるための
様々なアイデアや考え方を学ぶ。また、受講者相互の実践
の交流や実例などの検討を行うなかで、具体的な授業案を
作成する。

中瀬　浩一（文化情報学部/免許資格課程セン
ター准教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月7日 教諭

小学校・中学校・
義務教育学校・
高等学校・中等
教育学校・特別
支援学校の教諭

6,000円 20人
令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504761号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

同志社大学
【選択】保健体育科における事故
防止・安全な指導を探る

保健体育科及び運動部活動等において、柔道や水泳をはじ
め、毎年様々なスポーツ事故が発生している。このような事
故はその指導を行う保健体育科教諭等の事故・安全に対す
る意識や知識を高めることにより減少するものと考える。本
講習では、学校管理下におけるスポーツ事故の現状や裁判
事例をもとに、保健体育科等における事故の防止対策、安
全な指導を探る。

渡邉　彰（スポーツ健康科学部教授）
冨田　英司（スポーツ健康科学部客員教授）

京都府京田辺
市

6時間 令和3年7月25日 教諭
中学校・高等学
校の保健体育科

教諭
6,000円 20人

令和3年5月17日～
令和3年5月24日

令03-
30413-
504762号

075-251-3208
https://license.doshish
a.ac.jp/

佛教大学
【選択】人間力をみがく「幼稚園教
諭に求められる今日的資質・能
力」

『幼稚園教育要領』の改訂、家庭・社会の変化等子どもを取
り巻く環境は大きく変わってきています。子どもの育ちの変
化に対応できる幼稚園教諭に求められる資質・能力につい
て受講者とともに考えていきます。

佐藤　和順（教育学部教授） 京都府綾部市 6時間 令和3年6月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 160人
令和3年4月24日～
令和3年4月28日

令03-
30416-
505740号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「豊かな小
学校外国語活動・外国語科の授
業づくりをめざして」

小学校外国語活動・外国語科の授業づくりにおける大切な
視点を共有し、言語活動を中心とした実際の指導上の留意
点をワークショップ形式で学ぶ。また、教育方法学の視点か
ら、教科書・単元構成や評価（パフォーマンス評価）の議論・
実践について紹介し、具体的な指導上のポイントを知る。な
お、幼小中連携の観点から、幼稚園教諭及び中学校教諭
（英語）も対象とする。

赤沢　真世（教育学部准教授） 京都府綾部市 6時間 令和3年6月6日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭（英語科）

6,000円 120人
令和3年4月24日～
令和3年4月28日

令03-
30416-
505741号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「児童文化
と保育」

子どもを取り巻く環境の変化が叫ばれて久しい。このような
時期のこれからの子どもと社会を考えるためには、未来を
創り出す児童文化の問題を広く考え直すことが必要となって
くる。そこで児童文化についての今日的な意義と課題を探
り、現代社会との関連で捉えた児童文化について様々な角
度より検討していく。特にパネルシアターについては保育者
としての感性と創造性を養うため、具体的に提示し精察す
る。

髙橋　司（西山短期大学　特任教授） 京都府綾部市 6時間 令和3年6月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和3年4月24日～
令和3年4月28日

令03-
30416-
505742号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「教育現場
で生かせる心理臨床の視点」

心理臨床の視点は教育の視点とは異なります。しかし、だか
らこそ心理臨床の視点を取り入れることで教育現場は活性
化するのではないでしょうか。具体的には、支援が必要な児
童生徒、保護者に対してどのように関わることができるの
か、その時のポイントは何か、担当講師のスクールカウンセ
リング経験を元に講義を行います。

牧　剛史（教育学部准教授） 京都府綾部市 6時間 令和3年6月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 120人
令和3年4月24日～
令和3年4月28日

令03-
30416-
505743号

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

佛教大学

【選択】指導力をみがく「子どもも
教師も楽しめる《音楽遊び・音楽
指導法のネタ》」  ─ 音楽活動か
らみる保幼こ小連携 ─

「大切だと分かってはいるけど，『音楽科授業づくり』『音楽の
保育づくり』にまで手が回らない」とおっしゃるお忙しい先生，
「音楽はどうも苦手で・・・」とおっしゃる音楽経験の少ない先
生，「学生時代あまり音楽科授業や音楽の保育を見てない
のでイメージがわかない・・・」とおっしゃる若い先生。このよ
うな方々向きの，「少しの工夫で音楽活動が楽しくなる！誰
にでもできるヒント集！」といったコンセプトの講習です。子ど
もになって楽しみながら，受講してみて下さい。
コロナ禍の音楽活動についてもヒントがあります。
※当日は、すず、トライアングル、カスタネット、リコーダー、
新聞紙1枚を持ってきてください。

高見　仁志（教育学部教授） 京都府綾部市 6時間 令和3年6月20日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 50人

令和3年4月24日～
令和3年4月28日

令03-
30416-
505744号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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佛教大学
【選択】人間力をみがく「学力・社
会性の基盤となる実行機能を育
む」

実行機能は、脳の前頭前野が統括する機能で、行動・感
情・思考の抑制、切り換え、ワーキングメモリ、注意配分な
ど、人間として最も高度な働きをする。そのため、実行機能
は、対人関係や学習成績に関係することが知られている。
発達障害児はこの機能に障害をもつとされる。この能力は
就学前から思春期にかけての発達が著しく、この間の教育
が重要とされている。本講習ではこのような理論と実践につ
いて解説する。

松村　京子（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年7月4日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・特別
支援学校教諭・

養護教諭

6,000円 150人
令和3年4月24日～
令和3年4月28日

令03-
30416-
505745号

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

佛教大学
【選択】人間力をみがく「教育と
ユーモア」

本講習では「ユーモア」という視点から日々の実践を振り返
るとともに、よりよい実践のあり方について考える。まず、教
室という場における「ユーモア」や「笑い」の意味や機能、可
能性や危険性についての理解、あるいは現代の子どもたち
の「ユーモア」や「笑い」についての理解などを深める。そし
て、それらを視点としつつ、「ユーモア」や「笑い」という視点
から、教育実践の改善について全体で考えていく。講習当
日は、自身の教職経験の中から「子どもたちが笑顔になる
とっておきのネタ」を1つ以上見つけてきていただき、受講生
の方々それぞれに説明・実演（5～10分程度）していただく予
定です。

青砥　弘幸（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年7月4日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 200人
令和3年4月24日～
令和3年4月28日

令03-
30416-
505746号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「発達障が
いの子どもの理解と指導」

特別支援教育の今日的課題について、特に、発達障がいの
子どもの指導・支援を中心に、学校現場で教育実践を行う
ために求められる支援・指導の在り方や授業の考え方に関
する最新の知識・情報の修得を目指す。
また、障害者差別解消法やインクルーシブ教育システムな
どの教育政策についても理解を深める。（当日持参物：軍手
1組）

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7月10日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 250人
令和3年4月24日～
令和3年4月28日

令03-
30416-
505747号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「理科指導　
自信度の向上を目指して」

本講座では，理科指導の自信度を向上させるため，自然の
見方や考え方について，簡単なフィールドワークを交えなが
ら考えていきます。
小学校教員における理科指導の自信度の低さが指摘され
ています。しかし教員として自然の見方を少しでも身につけ
ておくことで自信度の向上につなげることができます。自然
の見方は決して難しいものではありません。講座の中で一
緒に体験し，一緒に考えていくことを通して自信度を向上さ
せていきます。（歩きやすい服装・履き物、暑さ対策等の準
備をお願いします。）

平田　豊誠（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年7月11日 教諭 小学校教諭 6,000円 45人
令和3年4月24日～
令和3年4月28日

令03-
30416-
505748号

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

佛教大学
【選択】人間力をみがく「家族関係
の理解と支援～親・家族との面
接事例を通して～」

生徒の心理的課題の背景にある家族関係を理解すること
や、生徒の保護者、家族との面談を通して、生徒への指導
や心理的支援を実践することをテーマとした講義を行う。家
族心理学の理論や、保護者、家族との面接事例、さらには
現場で起きている問題を取り上げ、ディスカッションを行いな
がら考察する。

荒井　真太郎（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年7月31日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（全教科）、

養護教諭

6,000円 200人
令和3年4月24日～
令和3年4月28日

令03-
30416-
505749号

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

346 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佛教大学
【選択】指導力をみがく「就学前か
らどのようにして非認知的能力を
育むのか？」

2017年3月に幼稚園教育要領等が告示され、子どもたちの
育てたい資質能力を明らかにすることで、就学前教育から
高等学校まで一貫した教育を行うことが目指されていると言
えるでしょう。
とりわけ、就学前教育は2019年10月より幼児教育・保育の
無償化が始まり、ますます幼児教育の必要性が増している
と言えます。
この背景にあるのは、主として幼児教育で育まれる「非認知
能力」がその後の子どもたちの将来を大きく左右することが
明らかになったことがあげられます。
本講座は、現代の幼児教育で重要性が増している非認知
能力について、学術的側面を明らかにしながら、明日の保
育に応用可能な子どもとの関わり方について考えます。

原　清治（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月1日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 250人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505750号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「豊かな小
学校外国語活動・外国語科の授
業づくりをめざして」

小学校外国語活動・外国語科の授業づくりにおける大切な
視点を共有し、言語活動を中心とした実際の指導上の留意
点をワークショップ形式で学ぶ。また、教育方法学の視点か
ら、教科書・単元構成や評価（パフォーマンス評価）の議論・
実践について紹介し、具体的な指導上のポイントを知る。な
お、幼小中連携の観点から、幼稚園教諭及び中学校教諭
（英語）も対象とする。

赤沢　真世（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月1日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭（英語科）

6,000円 120人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505751号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「理科指導　
自信度の向上を目指して」

本講座では，理科指導の自信度を向上させるため，自然の
見方や考え方について，簡単なフィールドワークを交えなが
ら考えていきます。
小学校教員における理科指導の自信度の低さが指摘され
ています。しかし教員として自然の見方を少しでも身につけ
ておくことで自信度の向上につなげることができます。自然
の見方は決して難しいものではありません。講座の中で一
緒に体験し，一緒に考えていくことを通して自信度を向上さ
せていきます。（歩きやすい服装・履き物、暑さ対策等の準
備をお願いします。）

平田　豊誠（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 45人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505752号

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

佛教大学
【選択】人間力をみがく「鬼と人間
との関わりについて考える」

本講習では、近年日本中で大きな話題を呼んでいる「鬼」に
ついて考えます。日本人にとって、鬼とはどのような存在な
のでしょうか。少なくとも、鬼は悪の象徴です。また反人間的
であり、反社会的、反道徳的な存在でもあります。いうなら
ば人間とは真逆な存在だといえるでしょう。しかしそれだけ
で説明できてしまえるほど鬼は単純な存在ではありません。
鬼は人間の写し鏡だともいえます。現代の子どもたちのさま
ざまな言動について考える際、鬼は格好の比較対象となる
でしょう。鬼について考えることは、人間を深く見つめること
に繋がると思います。そのような視点を学校現場でぜひ活
かしていただきたいと思います。

八木　透（歴史学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月8日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 250人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505753号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佛教大学
【選択】指導力をみがく「教育の情
報化、ICT活用、小学校プログラ
ミング教育のポイント」

新学習指導要領の実施で、小学校にもプログラミング教育
が導入され、GIGAスクール構想も本格稼働する年度です。
著作物の教育利用に関する運用指針（令和3年度版）も公
開される等、教育の情報化は大きく変化しています。
本講習では、「コンピューターは苦手だな！」と、内心悩んで
いらっしゃる先生方が自信を持って教壇に立てるような講義
と実習で組み立てました。論理的な思考を育む教育は、幼
児期から行うことも大切ですので、幼稚園の先生方にも役
立つ内容で構成しています。
情報教育に関して、グローバルな視点、国の動向、新学習
指導要領の目指すものを理解して、情報教育に関する先生
方の不安感を一掃します。

古市　文章（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月9日 教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 80人

令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505754号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「児童文化
と保育」

子どもを取り巻く環境の変化が叫ばれて久しい。このような
時期のこれからの子どもと社会を考えるためには、未来を
創り出す児童文化の問題を広く考え直すことが必要となって
くる。そこで児童文化についての今日的な意義と課題を探
り、現代社会との関連で捉えた児童文化について様々な角
度より検討していく。特にパネルシアターについては保育者
としての感性と創造性を養うため、具体的に提示し精察す
る。

髙橋　司（西山短期大学　特任教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月10日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505755号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「みんなを
排除しない学校づくり‐心理学的
視点から‐」

子どもと関わる際、目の前にいる子どもだけを見るのではな
く、子どもの背景（家族、地域等）を見ることは、子どもを理
解する上で重要な視点です。また、子どもの発する言葉の
一つひとつ、振る舞いの一つひとつの意味を理解することも
重要です。子どもたちから発せられるそれらは、発達心理学
的にみると、どのような解釈になるのかということを皆さんと
共に考えたいと思います。キーワードは「子ども理解・人間
理解」「教育相談の現状と課題」「居場所作り」です。

渡邉　照美（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月11日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 200人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505756号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「子ども達
が熱中する図画工作の授業をめ
ざして」

平成29年告示小学校学習指導要領図画工作に示されてい
る教科の目標や評価の在り方についての理解を深める。ま
た、鑑賞ア　鑑賞する活動（対話型鑑賞・アートゲーム型鑑
賞）、表現ア　造形遊びをする活動などを実際に行うことによ
り、「子ども達が熱中する図画工作の授業」に向けての指導
力をみがく。

波多野　達二（2019年　教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 90人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505757号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「教育現場
で生かせる心理臨床の視点」

心理臨床の視点は教育の視点とは異なります。しかし、だか
らこそ心理臨床の視点を取り入れることで教育現場は活性
化するのではないでしょうか。具体的には、支援が必要な児
童生徒、保護者に対してどのように関わることができるの
か、その時のポイントは何か、担当講師のスクールカウンセ
リング経験を元に講義を行います。

牧　剛史（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月21日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 120人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505758号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佛教大学
【選択】指導力をみがく「教育の情
報化、ICT活用、小学校プログラ
ミング教育のポイント」

新学習指導要領の実施で、小学校にもプログラミング教育
が導入され、GIGAスクール構想も本格稼働する年度です。
著作物の教育利用に関する運用指針（令和3年度版）も公
開される等、教育の情報化は大きく変化しています。
本講習では、「コンピューターは苦手だな！」と、内心悩んで
いらっしゃる先生方が自信を持って教壇に立てるような講義
と実習で組み立てました。論理的な思考を育む教育は、幼
児期から行うことも大切ですので、幼稚園の先生方にも役
立つ内容で構成しています。
情報教育に関して、グローバルな視点、国の動向、新学習
指導要領の目指すものを理解して、情報教育に関する先生
方の不安感を一掃します。

古市　文章（教育学部教授） 京都府綾部市 6時間 令和3年9月4日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
6,000円 60人

令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505759号

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

佛教大学
【選択】人間力をみがく「日本の家
族の今昔－家族の多様性とその
変遷を中心に」

家族の崩壊が叫ばれる今日であるが、本当に日本の家族
は崩壊しつつあるのだろうか。現在の学校現場では、子ども
たちの生活の基盤たる家庭・家族の現状を正確に把握する
ことは、きわめて重要な課題であることは周知のことである。
それを考えるためには、きわめて多様なかたちを持つ日本
家族の実態とその歴史的変遷について考えなくてはならな
い。明治以前から今日に至る日本各地の家族の姿につい
て、多角的な視座から考えてみたい。

八木　透（歴史学部教授） 京都府綾部市 6時間 令和3年9月4日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 160人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505760号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「視聴覚教
材としてのパネルシアター」

改訂『幼稚園教育要領』が実施された。新たに領域「環境」
で、伝統的な行事や歌、あそび、異なる文化に触れること、
「言葉」で、言葉の響き、リズム、新しい言葉、ことば遊びの
楽しさなどを通して言葉を豊かにすること、「表現」で、自然
の中の形、色、音などを幼児に気づかせることなどが「内容
の取り扱い」に追記された。『教育要領』を読み解きながら、
視聴覚教材としてのパネルシアターを保育に活かすための
方途を実演を通して考察する。更に実際に創作するところま
で発展させたい。

髙橋　司（西山短期大学　特任教授） 京都府綾部市 6時間 令和3年9月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505761号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「発達障が
いの子どもの理解と指導」

特別支援教育の今日的課題について、特に、発達障がいの
子どもの指導・支援を中心に、学校現場で教育実践を行う
ために求められる支援・指導の在り方や授業の考え方に関
する最新の知識・情報の修得を目指す。
また、障害者差別解消法やインクルーシブ教育システムな
どの教育政策についても理解を深める。（当日持参物：軍手
1組）

菅原　伸康（関西学院大学　教育学部教授） 京都府綾部市 6時間 令和3年9月11日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 160人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505762号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「算数・数
学の教材研究と授業」

本講座では、数学的に考える資質・能力の育成について考
えます。参加される先生方のこれまでの経験やノウハウを
共有しながら、算数・数学教育のあり方について検討しま
す。
算数・数学教育は児童生徒の認知・認識を重視して行われ
ます。そこで、理論だけでなく実際に教材作成等を通して教
材研究や授業作りの方法について考察する予定です。

二澤　善紀（教育学部准教授） 京都府綾部市 6時間 令和3年9月11日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（数学
科）・高等学校教

諭（数学科）

6,000円 70人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505763号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佛教大学
【選択】人間力をみがく「教育と
ユーモア」

本講習では「ユーモア」という視点から日々の実践を振り返
るとともに、よりよい実践のあり方について考える。まず、教
室という場における「ユーモア」や「笑い」の意味や機能、可
能性や危険性についての理解、あるいは現代の子どもたち
の「ユーモア」や「笑い」についての理解などを深める。そし
て、それらを視点としつつ、「ユーモア」や「笑い」という視点
から、教育実践の改善について全体で考えていく。講習当
日は、自身の教職経験の中から「子どもたちが笑顔になる
とっておきのネタ」を1つ以上見つけてきていただき、受講生
の方々それぞれに説明・実演（5～10分程度）していただく予
定です。

青砥　弘幸（教育学部准教授） 京都府綾部市 6時間 令和3年9月12日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 160人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505764号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「できる―
わかる　体育授業の創造をめざ
して」

本講座では，これまでの体育授業における教師の実践的知
識・思考研究より明らかになってきた知見について解説しま
す。具体的には，児童からの授業評価の高い教師や熟練教
師に認められた授業づくりの視点をもとに，めあて（課題）の
もたせ方，子どもへの関わり方，練習活動や用具の工夫等
の実際を説明します。これにより，「できる―わかる」体育授
業の基盤となる教師の知識や思考のあり方について検討し
ていきたいと思います。小学校での実践例（研究例）が中心
になります。

山口　孝治（教育学部教授） 京都府綾部市 6時間 令和3年9月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 70人
令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505765号

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

佛教大学

【選択】指導力をみがく「子どもも
教師も楽しめる《音楽遊び・音楽
指導法のネタ》」  ─ 音楽活動か
らみる保幼こ小連携 ─

「大切だと分かってはいるけど，『音楽科授業づくり』『音楽の
保育づくり』にまで手が回らない」とおっしゃるお忙しい先生，
「音楽はどうも苦手で・・・」とおっしゃる音楽経験の少ない先
生，「学生時代あまり音楽科授業や音楽の保育を見てない
のでイメージがわかない・・・」とおっしゃる若い先生。このよ
うな方々向きの，「少しの工夫で音楽活動が楽しくなる！誰
にでもできるヒント集！」といったコンセプトの講習です。子ど
もになって楽しみながら，受講してみて下さい。
コロナ禍の音楽活動についてもヒントがあります。
※当日は、すず、トライアングル、カスタネット、リコーダー、
新聞紙1枚を持ってきてください。

高見　仁志（教育学部教授） 京都府綾部市 6時間 令和3年9月18日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 50人

令和3年6月26日～
令和3年6月30日

令03-
30416-
505766号

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

佛教大学
【選択】人間力をみがく「幼稚園教
諭に求められる今日的資質・能
力」

『幼稚園教育要領』の改訂、家庭・社会の変化等子どもを取
り巻く環境は大きく変わってきています。子どもの育ちの変
化に対応できる幼稚園教諭に求められる資質・能力につい
て受講者とともに考えていきます。

佐藤　和順（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年10月2日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 200人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505767号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「豊かな小
学校外国語活動・外国語科の授
業づくりをめざして」

小学校外国語活動・外国語科の授業づくりにおける大切な
視点を共有し、言語活動を中心とした実際の指導上の留意
点をワークショップ形式で学ぶ。また、教育方法学の視点か
ら、教科書・単元構成や評価（パフォーマンス評価）の議論・
実践について紹介し、具体的な指導上のポイントを知る。な
お、幼小中連携の観点から、幼稚園教諭及び中学校教諭
（英語）も対象とする。

赤沢　真世（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年10月3日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭（英語科）

6,000円 120人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505768号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「臨床心理
学的観点からの児童生徒理解」

本講習では、「現代」子どもの“生きにくさ”や“息苦しさ”につ
いて考え、不登校やいじめ、ひきこもりといった形でＳＯＳを
発信する子どもたちの「こころ」について、臨床心理学的視
点から理解を深めていく。その上で、ロールプレイなどの実
習を通し、子どもの心を理解するスキルを習得していく。

中道　泰子（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年10月3日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校教
諭（全教科）、特
別支援学校教
諭、養護教諭

6,000円 200人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505769号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佛教大学
【選択】指導力をみがく「保育に活
かす行事」

我が国は行事の多い国である。行事は子どもの発達を促す
が、時として子どもにとって負担になることがある。また、子
どもの日にはこいのぼりを、七夕には笹飾りを制作し持ち帰
る「持ち帰り保育」は、「目に見える成長」として保護者に喜
ばれる。しかし、保育としての本当のねらいは、そこに行きつ
くまでの過程や経過を大切に育んでいくことにある。今回の
『幼稚園教育要領』においては、「非認知能力」を育成するこ
とが大切であると言われている。それらを踏まえ子どもに
とっての望ましい園行事のあり方を考究する。さらに「行事
についての」「行事にいかす」パネルシアターについても具
体的に紹介したい。

髙橋　司（西山短期大学　特任教授） 京都府京都市 6時間 令和3年10月9日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505770号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「理科指導　
自信度の向上を目指して」

本講座では，理科指導の自信度を向上させるため，自然の
見方や考え方について，簡単なフィールドワークを交えなが
ら考えていきます。
小学校教員における理科指導の自信度の低さが指摘され
ています。しかし教員として自然の見方を少しでも身につけ
ておくことで自信度の向上につなげることができます。自然
の見方は決して難しいものではありません。講座の中で一
緒に体験し，一緒に考えていくことを通して自信度を向上さ
せていきます。（歩きやすい服装・履き物、暑さ対策等の準
備をお願いします。）

平田　豊誠（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年10月9日 教諭 小学校教諭 6,000円 45人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505771号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「新学習指
導要領と社会科授業構成論」

本講習では日頃の授業改善における問題意識を共有した
後、まず学習指導要領上の社会科教育の歴史的変遷を確
認することによってその本質を考察する。そして、公民的資
質の構造との関連から「問題解決的な学習論」「協働学習
論」等の授業構成論について学び、新学習指導要領のキー
ワードである「主体的・対話的で深い学び」に基づく授業改
善の方向性について協議する。

小林　隆（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年10月10日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭「社

会」・高等学校教
諭「地歴・公民」

6,000円 200人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505772号

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

佛教大学
【選択】人間力をみがく「教育現場
で活かせる話の聴き方」

教育場面では例えば生徒指導の際などに、教諭が個別に
児童・生徒の話を聴くことも少なくないであろう。しかし、その
際、「どのような関わりを行えば、話が広まる（狭まる）／深
まる（浅くなる）のか」という点については、感覚的にしかわ
かっていない部分もないだろうか。本講習では、教育現場で
活かせるような、臨床心理学分野で発展した傾聴技法の基
礎を学ぶ。

藤岡　勲（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年10月30日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 120人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505773号

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

佛教大学
【選択】人間力をみがく「こころの
不調を抱える保護者と育てられる
子ども-理解と対応-」

国内の精神疾患患者数は390万人を超え、国民の約30人に
1人、潜在的な人数を加えるとさらに多くの人がこころの不調
を抱えていると言われている。
こころの不調を抱えている親と暮らす子どもも少なくない。こ
の講習では、精神疾患や障害について学んだうえで、こころ
に不調がある親と育てられる子どもについてどのように理解
し対応するかを考える。

田野中　恭子（保健医療技術学部准教授）
佐藤　純（京都ノートルダム女子大学現代人間
学部准教授）

京都府京都市 6時間 令和3年10月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭、 養護
教諭、栄養教諭

6,000円 108人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505774号

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

佛教大学
【選択】人間力をみがく「京の秋か
ら冬のまつりと年中行事－くらし
の中の神と仏」

本講習の目的は、地域の歴史的風土や伝統文化に対する
興味を喚起し、学校現場、家庭および地域住民の相互の連
携協力を促進するための一助とすることです。その具体事
例として、京都の秋から冬のまつりや年中行事を取り上げま
す。まつりに代表される、いわゆるハレの日には、必ず何ら
かの神や仏が私たちの身近にやってきて、人々は神仏とと
もに食し、語り、そして祈りました。日本人にとって、神や仏
はどのような存在だったのでしょうか。地域社会との関わり
を念頭におきながら考えてみたいと思います。

八木　透（歴史学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年10月31日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 250人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505775号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佛教大学
【選択】指導力をみがく「思わず歌
いたくなる歌唱指導」

幼児と歌との出会い・選曲の重要性、幼児期にふさわしい
歌唱指導・歌唱活動の展開方法等、幼児の成長発達を促す
保育者の音楽的アプローチ法を探り、保育実践のための基
礎的な知識と表現・指導技術を高める。また、わらべうた、
童謡、リズム遊び等の音楽体験をとおして音楽の楽しさや
魅力を再確認することを目指す。

臼井　奈緒（教育学部講師） 京都府京都市 6時間 令和3年10月31日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505776号

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

佛教大学
【選択】人間力をみがく「学びを通
して互いに輝くために―コメニウ
スに学ぶ―」

児童・生徒は、消費社会化のなかで学習を消費と混同して
心地よいサービスを要求し、教育者は自身の立ち位置に迷
うことが多いのではないだろうか。本講習では、17世紀の思
想家コメニウスをとりあげる。絵入り教科書『世界図絵』の創
案や古典的な教授法で知られる彼は、教育とは人間が互い
に照らし合い、新たな可能性に向き直ることであると考えて
いた。彼の思想に学ぶことで、教科指導や生徒指導を見直
す機会としていただきたい。

相馬　伸一（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年11月6日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭（全教

科）・高等学校教
諭（全教科）・特
別支援学校教諭

6,000円 200人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505777号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「みんなを
排除しない学校づくり‐心理学的
視点から‐」

子どもと関わる際、目の前にいる子どもだけを見るのではな
く、子どもの背景（家族、地域等）を見ることは、子どもを理
解する上で重要な視点です。また、子どもの発する言葉の
一つひとつ、振る舞いの一つひとつの意味を理解することも
重要です。子どもたちから発せられるそれらは、発達心理学
的にみると、どのような解釈になるのかということを皆さんと
共に考えたいと思います。キーワードは「子ども理解・人間
理解」「教育相談の現状と課題」「居場所作り」です。

渡邉　照美（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年11月6日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 200人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505778号

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

佛教大学
【選択】人間力をみがく「幼稚園教
諭に求められる今日的資質・能
力」

『幼稚園教育要領』の改訂、家庭・社会の変化等子どもを取
り巻く環境は大きく変わってきています。子どもの育ちの変
化に対応できる幼稚園教諭に求められる資質・能力につい
て受講者とともに考えていきます。

佐藤　和順（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年11月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 200人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505779号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「発達障が
いの子どもの理解と指導」

特別支援教育の今日的課題について、特に、発達障がいの
子どもの指導・支援を中心に、学校現場で教育実践を行う
ために求められる支援・指導の在り方や授業の考え方に関
する最新の知識・情報の修得を目指す。
また、障害者差別解消法やインクルーシブ教育システムな
どの教育政策についても理解を深める。（当日持参物：軍手
1組）

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11月13日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 250人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505780号

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

佛教大学
【選択】人間力をみがく「こころの
不調を抱える保護者と育てられる
子ども-理解と対応-」

国内の精神疾患患者数は390万人を超え、国民の約30人に
1人、潜在的な人数を加えるとさらに多くの人がこころの不調
を抱えていると言われている。
こころの不調を抱えている親と暮らす子どもも少なくない。こ
の講習では、精神疾患や障害について学んだうえで、こころ
に不調がある親と育てられる子どもについてどのように理解
し対応するかを考える。

田野中　恭子（保健医療技術学部准教授）
土田　幸子（鈴鹿医療科学大学　看護学部准教
授）

京都府京都市 6時間 令和3年11月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭、 養護
教諭、栄養教諭

6,000円 108人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505781号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「できる―
わかる　体育授業の創造をめざ
して」

本講座では，これまでの体育授業における教師の実践的知
識・思考研究より明らかになってきた知見について解説しま
す。具体的には，児童からの授業評価の高い教師や熟練教
師に認められた授業づくりの視点をもとに，めあて（課題）の
もたせ方，子どもへの関わり方，練習活動や用具の工夫等
の実際を説明します。これにより，「できる―わかる」体育授
業の基盤となる教師の知識や思考のあり方について検討し
ていきたいと思います。小学校での実践例（研究例）が中心
になります。

山口　孝治（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年11月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和3年8月21日～
令和3年8月25日

令03-
30416-
505782号

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

352 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佛教大学
【選択】人間力をみがく「家族関係
の理解と支援～親・家族との面
接事例を通して～」

生徒の心理的課題の背景にある家族関係を理解すること
や、生徒の保護者、家族との面談を通して、生徒への指導
や心理的支援を実践することをテーマとした講義を行う。家
族心理学の理論や、保護者、家族との面接事例、さらには
現場で起きている問題を取り上げ、ディスカッションを行いな
がら考察する。

荒井　真太郎（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年12月4日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（全教科）、

養護教諭

6,000円 200人
令和3年10月30日～

令和3年11月4日

令03-
30416-
505783号

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

佛教大学
【選択】人間力をみがく「児童・生
徒の主体的な学びを支援するた
めに」

受講者の皆さんは、日々の指導における経験則や書物によ
る研究・修養によって生徒指導や学習指導等の核となる理
論枠組みを構築していらっしゃいます。本講では、講師から
も生徒指導と学習指導の視点から「児童・生徒の主体的な
学びを支援する」ための理論仮説を提示し、皆さんと共に議
論を深めたいと思います。キーワードは①「マズローの５段
階欲求説」「自己実現」、②「問題解決的な学習」「知的探究
心」です。

小林　隆（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年12月5日 教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（全教科）、
特別支援学校教

諭

6,000円 200人
令和3年10月30日～

令和3年11月4日

令03-
30416-
505784号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「理科指導　
自信度の向上を目指して」

本講座では，理科指導の自信度を向上させるため，自然の
見方や考え方について，簡単なフィールドワークを交えなが
ら考えていきます。
小学校教員における理科指導の自信度の低さが指摘され
ています。しかし教員として自然の見方を少しでも身につけ
ておくことで自信度の向上につなげることができます。自然
の見方は決して難しいものではありません。講座の中で一
緒に体験し，一緒に考えていくことを通して自信度を向上さ
せていきます。（歩きやすい服装・履き物、暑さ対策等の準
備をお願いします。）

平田　豊誠（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年12月11日 教諭 小学校教諭 6,000円 45人
令和3年10月30日～

令和3年11月4日

令03-
30416-
505785号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「豊かな小
学校外国語活動・外国語科の授
業づくりをめざして」

小学校外国語活動・外国語科の授業づくりにおける大切な
視点を共有し、言語活動を中心とした実際の指導上の留意
点をワークショップ形式で学ぶ。また、教育方法学の視点か
ら、教科書・単元構成や評価（パフォーマンス評価）の議論・
実践について紹介し、具体的な指導上のポイントを知る。な
お、幼小中連携の観点から、幼稚園教諭及び中学校教諭
（英語）も対象とする。

赤沢　真世（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年12月12日 教諭
幼稚園・小学校
教諭、中学校教

諭（英語科）
6,000円 120人

令和3年10月30日～
令和3年11月4日

令03-
30416-
505786号

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

佛教大学

【選択】指導力をみがく「子どもも
教師も楽しめる《音楽遊び・音楽
指導法のネタ》」  ─ 音楽活動か
らみる保幼こ小連携 ─

「大切だと分かってはいるけど，『音楽科授業づくり』『音楽の
保育づくり』にまで手が回らない」とおっしゃるお忙しい先生，
「音楽はどうも苦手で・・・」とおっしゃる音楽経験の少ない先
生，「学生時代あまり音楽科授業や音楽の保育を見てない
のでイメージがわかない・・・」とおっしゃる若い先生。このよ
うな方々向きの，「少しの工夫で音楽活動が楽しくなる！誰
にでもできるヒント集！」といったコンセプトの講習です。子ど
もになって楽しみながら，受講してみて下さい。
コロナ禍の音楽活動についてもヒントがあります。
※当日は、すず、トライアングル、カスタネット、リコーダー、
新聞紙1枚を持ってきてください。

高見　仁志（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年12月12日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 50人

令和3年10月30日～
令和3年11月4日

令03-
30416-
505787号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

佛教大学
【選択】人間力をみがく「鬼と人間
との関わりについて考える」

本講習では、近年日本中で大きな話題を呼んでいる「鬼」に
ついて考えます。日本人にとって、鬼とはどのような存在な
のでしょうか。少なくとも、鬼は悪の象徴です。また反人間的
であり、反社会的、反道徳的な存在でもあります。いうなら
ば人間とは真逆な存在だといえるでしょう。しかしそれだけ
で説明できてしまえるほど鬼は単純な存在ではありません。
鬼は人間の写し鏡だともいえます。現代の子どもたちのさま
ざまな言動について考える際、鬼は格好の比較対象となる
でしょう。鬼について考えることは、人間を深く見つめること
に繋がると思います。そのような視点を学校現場でぜひ活
かしていただきたいと思います。

八木　透（歴史学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年12月18日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 250人
令和3年10月30日～

令和3年11月4日

令03-
30416-
505788号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「発達障が
いの子どもの理解と指導」

特別支援教育の今日的課題について、特に、発達障がいの
子どもの指導・支援を中心に、学校現場で教育実践を行う
ために求められる支援・指導の在り方や授業の考え方に関
する最新の知識・情報の修得を目指す。
また、障害者差別解消法やインクルーシブ教育システムな
どの教育政策についても理解を深める。（当日持参物：軍手
1組）

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4年1月22日 教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭

6,000円 250人
令和3年10月30日～

令和3年11月4日

令03-
30416-
505789号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「理科指導　
自信度の向上を目指して」

本講座では，理科指導の自信度を向上させるため，自然の
見方や考え方について，簡単なフィールドワークを交えなが
ら考えていきます。
小学校教員における理科指導の自信度の低さが指摘され
ています。しかし教員として自然の見方を少しでも身につけ
ておくことで自信度の向上につなげることができます。自然
の見方は決して難しいものではありません。講座の中で一
緒に体験し，一緒に考えていくことを通して自信度を向上さ
せていきます。（歩きやすい服装・履き物、暑さ対策等の準
備をお願いします。）

平田　豊誠（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和4年1月23日 教諭 小学校教諭 6,000円 45人
令和3年10月30日～

令和3年11月4日

令03-
30416-
505790号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「臨床心理
学的観点からの児童生徒理解」

本講習では、「現代」子どもの“生きにくさ”や“息苦しさ”につ
いて考え、不登校やいじめ、ひきこもりといった形でＳＯＳを
発信する子どもたちの「こころ」について、臨床心理学的視
点から理解を深めていく。その上で、ロールプレイなどの実
習を通し、子どもの心を理解するスキルを習得していく。

中道　泰子（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和4年1月29日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校教
諭（全教科）、特
別支援学校教
諭、養護教諭

6,000円 200人
令和3年10月30日～

令和3年11月4日

令03-
30416-
505791号

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

佛教大学
【選択】指導力をみがく「教育現場
で生かせる心理臨床の視点」

心理臨床の視点は教育の視点とは異なります。しかし、だか
らこそ心理臨床の視点を取り入れることで教育現場は活性
化するのではないでしょうか。具体的には、支援が必要な児
童生徒、保護者に対してどのように関わることができるの
か、その時のポイントは何か、担当講師のスクールカウンセ
リング経験を元に講義を行います。

牧　剛史（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和4年1月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全

教科）、特別支援
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 120人
令和3年10月30日～

令和3年11月4日

令03-
30416-
505792号

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

平安女学院大学
【選択】京都の伝統文化Ⅰ（理論
と実践）

歴史的・文化的資源を数多く有する国際観光都市の京都を
フィールドにして、「子どもたちの伝統文化を尊重する心」を
はぐくむために、地域の様々な資源を活用しつつ、多様な経
験ができる方法についてアプローチする。特に本講座では
伝統文化の息吹を肌で感じ取る手法として、大学キャンパス
近隣の歴史遺産を教材とした実地学習形式を取り入れ、理
解を深める。その上で、受講者の教育活動における実践を
支援する方法を考察する。なお、本講習では午後に2～3時
間の屋外フィールドワークを予定している。

毛利　憲一（国際観光学部教授）
高橋　義人（国際観光学部教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月3日 教諭 全教諭 7,500円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月28日

令03-
30417-
504328号

075-414-8139
http://www.heian.ac.jp/
index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

平安女学院大学
【選択】京都の伝統文化Ⅱ（理論
と実践）

「子どもたちの伝統的文化を尊重する心」をはぐくむために、
地域の様々な資源を活用しつつ、多様な経験ができる方法
について考える。特に京都が誇る伝統文化を取り上げ、受
講者が教育活動において実践できるよう講義及び実習形式
で理解を深める。具体的には庭園見学や、課外での講義を
予定している。

山岡　景一郎（学長・国際観光学部教授）
栗本　康代（国際観光学部教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月4日 教諭 全教諭 7,500円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月28日

令03-
30417-
504329号

075-414-8139
http://www.heian.ac.jp/
index.html

平安女学院大学 【選択】地域から学ぶ観光

歴史的・文化的資源を数多く有する国際観光都市の京都を
フィールドにして、「子どもたちの伝統文化を尊重する心」を
はぐくむために、地域の様々な資源を活用しつつ、多様な経
験ができる方法についてアプローチする。この講習では、と
くにフィールドワークなどを交え、歩きながら学ぶ方法をふま
えて、京都の近代化の足跡や、その変容について実地に学
び、理解を深め、受講者が教育活動において実践できるよ
うにする。なお、本講習では午後に2～3時間の屋外フィール
ドワークを予定している。

毛利　憲一（国際観光学部教授）
古関　喜之（国際観光学部准教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月5日 教諭 全教諭 7,500円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月28日

令03-
30417-
504330号

075-414-8139
http://www.heian.ac.jp/
index.html

平安女学院大学
【選択】生徒指導に関する今日的
課題

子どもを取り巻く現代社会の課題を通じて、援助と生徒指導
の在り方を考察し、生徒指導の教育的意義を教科指導、教
育課程に基づく指導との関連から講じる。学校内・校外・家
庭・地域における子どもの問題行動の理解と対応の仕方
を、学習規律・生活規律の指導における学級担任の役割、
地域連携を通しての学校経営の役割、小中連携の視点から
考察する。

三木　正博（子ども教育学部非常勤講師）
清水　里美（短期大学部保育科教授）

大阪府高槻市 6時間 令和3年8月11日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月28日

令03-
30417-
504331号

075-414-8139
http://www.heian.ac.jp/
index.html

平安女学院大学 【選択】算数科教育法

小学校算数科における重要単元や子どもたちがつまずきや
すい単元を各領域から取り上げ、指導の要点や教材・教具
の工夫について解説する。また、これらの教材分析をふま
え、子どもたちが主体的に学習に取り組むためにどのような
学習を展開すればよいのか、授業づくりのポイントについて
実践事例を紹介しながら解説をする。

井上　正人（子ども教育学部非常勤講師） 大阪府高槻市 6時間 令和3年8月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月28日

令03-
30417-
504332号

075-414-8139
http://www.heian.ac.jp/
index.html

平安女学院大学 【選択】音楽科教育法

幼稚園教育要領における領域「表現」及び小学校学習指導
要領における「A表現」に関する実践的な講習を行う。
領域「表現」ではリトミックの基礎であるリズムを知り、身体
表現を通して「自分なりに表現すること」を体験し、その教育
的効果や配慮を学ぶ。
「A表現」では(3)音楽づくりについて、「創造」をキーワードに
身近な物を利用した楽器作りと、音をいかに音楽にしていく
かに主眼をおいた音楽作りを体験しつつ学んでいく。

松園　洋二（子ども教育学部教授）
桐岡　亜由美（短期大学部保育科准教授）

大阪府高槻市 6時間 令和3年8月19日 教諭
幼稚園教諭及び
小学校の音楽科

担当教諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月28日

令03-
30417-
504333号

075-414-8139
http://www.heian.ac.jp/
index.html

平安女学院大学 【選択】英語科教育法

本講座では、小学校外国語活動及び外国語科の指導のあ
り方について講義及びワークショップを通して理論と実践の
両面から学びます。理論編では第２言語習得論について、
実践編では小学校中学年のLet's Try!、高学年の教科書を
活用した指導法や評価、小・中学校の接続のあり方等につ
いて学びます。中学校の先生方も受講していただけます。

吉岡　誠次（国際観光学部教授）
中西　浩一（子ども教育学部准教授）

大阪府高槻市 6時間 令和3年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月28日

令03-
30417-
504334号

075-414-8139
http://www.heian.ac.jp/
index.html

立命館大学

【選択】コミュニケーション力を育
て深い学びをめざす英語教育の
実現のために（新学習指導要領
への対応を含む）

「オンデマンド型」にて講習を行います。まず①英語教授法
に関する必要不可欠な理論と新学習指導要領の改革内容
を理解します。その次に②コミュニケーション力を育て深い
学びを目指す際に必要な具体的な教授方法（英語で授業す
るためのフォーマットと産出技能の指導法や評価の仕方）に
ついて学びます。③さらに、「英語で」教科内容を教えること
を取り入れた教育手法（内容ベース、ＣＬＩＬ）についても、今
後の英語教育における課題ととらえ、その基礎知識を取得
します。

湯川　笑子（文学部教授） インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和3年10月20日

教諭
教諭（中学校英
語科、高等学校

英語科）
6,000円 500人

令和3年4月16日～
令和3年5月7日

令03-
30419-
504504号

075-813-8269
http://www.ritsumei.ac.
jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

立命館大学
【選択】興味関心を引き出す数学
授業

「オンデマンド型」にて講習を行います。数学は学力差が大
きく、好き嫌いが激しい科目です。数学が苦手な生徒の中に
は、計算が苦手なことだけで、自分は数学が出来ないと自
覚してしまっている生徒も少なくありません。本来、生徒は
様々なことを知りたいと思い、あれこれと考えることが好きな
はずなのですが、数学が苦手と思っている生徒は、数学学
習の中では考えることを避けてしまいます。生徒が考えるた
めに、どのような工夫や配慮が必要なのかを考えてみたい
と思います。

田中　博（教職研究科准教授） インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和3年10月20日

教諭
教諭（中学校数
学科、高等学校

数学科）
6,000円 500人

令和3年4月16日～
令和3年5月7日

令03-
30419-
504505号

075-813-8269
http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学
【選択】「主体的・対話的で深い学
び」を実現する国語科の授業づく
り

「オンデマンド型」にて講習を行います。旧学習指導要領と
新学習指導要領の関連を示し、「主体的・対話的で深い学
び」が求められている背景を知る。さらに、「主体的・対話的
で深い学び」を実現するためにはどのような単元や授業デ
ザインが必要なのかを、多くの実践をもとにして明らかにし、
今後の国語科の授業づくりのポイントを示す。

井上　雅彦（教職研究科教授） インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和3年10月20日

教諭
教諭（中学国語
科、高等学校国

語科）
6,000円 500人

令和3年4月16日～
令和3年5月7日

令03-
30419-
504506号

075-813-8269
http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学
【選択】魅力ある社会科授業の創
造

「オンデマンド型」にて講習を行います。ともすれば暗記学習
に留まりがちな社会科授業をどうすれば魅力あるものへと
変革していくことができるのか。本講習では、授業改善の視
点となる社会科教育についての理論的、実践的な知見を踏
まえながら、日々の授業改善の方向性や、その基盤となる
社会科教育に対する本質的な理解をめざす。

角田　将士（産業社会学部准教授） インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和3年10月20日

教諭

教諭（小学校、中
学校社会科、高
等学校地歴科、
高等学校公民

科）

6,000円 500人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30419-
504507号

075-813-8269
http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学
【選択】「地理総合」から学ぶ新し
い社会科授業づくり

「オンデマンド型」にて講習を行います。2022年度から高等
学校地歴科において「地理総合」が必履修科目となる。その
ため、世界史、日本史、公民などの地理を専門としない教員
や小・中学校の教員にも学んでいただけるものとし、新しい
地理教育とは何かを行う。本講では、「地理総合」を中心とし
て、地理的見方・考え方、主体的・対話的で深い学びの実現
に向けた授業づくりを目指す。また、GISの基本的な考え方
や技術を習得し、どのような教材開発が可能かを議論する。

加藤　敦史（教職研究科准教授）
矢野　桂司（文学部教授）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和3年10月20日

教諭

教諭（小学校、中
学校社会科、高
等学校地歴科、
高等学校公民

科）

6,000円 500人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30419-
504508号

075-813-8269
http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学 【選択】平和教育の多様な展開

「オンデマンド型」にて講習を行います。平和教育の意義と
ねらいについて、現代の平和学における「平和」の概念を明
確にする中で、その焦点を定めていく。
さらに立命館大学国際平和ミュージアムの展示のあり方や
展示物を通して、平和教育の方法についての考察を行い、
平和教育の具体的な事例研究から、その新しい試案づくり
によって、平和教育の充実をはかる力量をつける。

金森　絵里（経営学部教授）
勝村　誠（政策科学部教授）
安斎　育郎（名誉教授）
薬師寺　公夫（法務研究科特別任用教授）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和3年10月20日

教諭
養護教

諭

教諭（小学校・中
学校、高等学校、
特別支援学校）、

養護教諭

6,000円 500人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30419-
504509号

075-813-8269
http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学
【選択】児童生徒理解・支援のた
めのモチベーション心理学

「オンデマンド型」にて講習を行います。生活意欲と学習意
欲の両面から児童生徒の理解と支援を構築するため，動機
づけ（モチベーション）に関する心理学・学習科学の知見を
総合的に取り上げる。内発的・自律的動機づけの概念な
ど，汎用性の高い「自己決定理論」を中心に，無気力，自己
効力感，自己調整学習，教師の信念などを切り口として，教
科等の学習，メンタルヘルス，貧困，キャリア発達，ジェン
ダー等，学校教育をめぐる今日的課題への対応を模索す
る。

伊田　勝憲（教職研究科教授）
神藤　貴昭（教職研究科教授）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和3年10月20日

教諭
養護教

諭

教諭（小学校・中
学校、高等学校、
特別支援学校）、

養護教諭

6,000円 500人
令和3年4月16日～

令和3年5月7日

令03-
30419-
504510号

075-813-8269
http://www.ritsumei.ac.
jp/
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龍谷大学
【選択】F01　中学校社会科から
地理総合、歴史総合への学び

地理総合と歴史総合の必履修化とともに、中学校や高等学
校の授業改善が求められている。地理及び歴史の授業にお
いて、中学校と高等学校の接続を適切かつ円滑に進めるた
めの指導の在り方及び留意点等について、研究成果や教
育実践例を踏まえながら考察する。

須原　洋次（文学部　教授）
髙田　満彦（社会学部　教授）
中本　和彦（法学部　准教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月4日 教諭

中学校・高等学
校・特別支援学

校教諭（中学校　
社会科、高等学
校　地理歴史科）

6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505048号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F02　テクストの語りや構
造に着目した文学教材研究

情報実習室での講習。午前は小学校文学教材等を取り上
げ、受講者と意見交換をしながらテクストの語りや構造に着
目した教材研究を行う。午後は近現代短編小説を取り上
げ、必要に応じて適宜インターネットを利用して教材研究を
行う。その後、討議をして教材の理解を深める。全体的に国
語科の教材研究に特化した内容。したがって、中学校・高等
学校（国語科）の先生方を対象とするが、他校種の先生方も
興味があれば受講は可能。

堀田　悟史（文学部 教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月4日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

（国語）

6,000円 24人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505049号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F03　ウィズ・コロナの時代
の財政問題を考える

新型コロナウイルスのパンデミックのもとで、我が国を始め
世界中の国々が、このコロナ禍を乗り切ろうと積極的な財政
出動を行っています。その積極財政を支えているのが、国
債であり、財政赤字です。本講義では、コロナ禍の下での財
政問題を素材に、現代財政学を学びます。トピックとしては、
①公共財と公共性、②現代日本の財政事情、③ケインズ経
済学と公共政策、④MMT（現代貨幣理論）と財政赤字を取り
上げます。

只友　景士（政策学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校（社会
科）・高等学校
（公民科）教諭

6,000円 50人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505050号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F04　広告とメディアリテラ
シー

広告とその表現様式の分析は、CMの説得術が個人に与え
る影響や社会と広告が結んだ関係について考察する手段で
ある。《宣伝》の古典的図式と比べれば、欧米の現代広告は
より巧妙で抜かりのない形態を取ることになりつつある。現
代社会において、広告はありとあらゆる場面で接する機会
があり、それは子どもにとっても例外ではない。本講習は欧
米社会におけるテレビCMの表現様式の変化について論じ、
欧米社会における広告メッセージの新しいメカニズムの分
析を試みることで、今日的な広告メディアにさらされる子ども
理解につなげたい。

カルドネル　シルヴァン（国際学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505051号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F05　英語学習に大きな違
いをもたらす英語教育の小さな
工夫

外国語習得論、外国語教育法の理論を基に、小学校・中学
校・高校にて革新的な英語の授業を行うために必要な資
質、知識、技術を養う。効果的な授業計画、クリティカルな授
業観察、理論と実践の融合を通して日本の環境下における
有効な英語教育法を精査し、探求していく。ペアワークとグ
ループワークを使用し、参加者主体で授業が進められる。

平塚　貴晶（国際学部　准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月4日 教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
（英語）

6,000円 20人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505052号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F06　認知科学の基礎を
学ぶ ―教育への応用を考える
きっかけとして―

認知科学とは人間の認知過程（心のはたらき）を情報の概
念によって明らかにしていく学問であり、その知見を学習や
教育に応用する様々な取り組みが行われている。そうした
応用を考えるためには、まずは、認知科学の基礎について
の理解が重要である。ここでは、知覚と運動、記憶と学習、
思考などの認知過程の基本が理解できるように解説してい
き、それぞれの教員が教育への応用について考えていく
きっかけとなるようにする。

小堀　聡（先端理工学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505053号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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龍谷大学
【選択】F07　幼年美術（幼稚園
「領域表現（造形）」・小学校低学
年「図画工作」）

幼稚園～小学校低学年の表現（造形）・図画工作に係る実
技並びに鑑賞を、以下の４コマを通して共に学び合う。
①画材講習（クレヨン・パスの基礎とその特徴を理解し、遊
ぶ技法を学んでみよう）
②実技講習Ⅰ（絵の具遊びから出た偶然の形から、そうぞう
（想像・創造）を広げよう）
③実技講習Ⅱ（視覚イメージの言語化を試みよう）
④絵を読む（受け持つ園児・児童の絵画を持ち寄り、保育・
教育を話し合おう）

羽溪　了（短期大学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月4日 教諭
幼稚園、小学校、
特別支援学校教

諭
6,000円 20人

令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505054号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F08　児童生徒の興味を
引き出す理科（気象分野の指導
法と教材）

観察・実験を行うことにより、子どもたちに科学する態度を育
むことは極めて重要なことである。しかし、「気象に関する分
野」は、子どもたちの興味関心が高い分野でありながら、野
外観察や実験が困難である。本講座では、筆者が研究を
行っている中・高・大学生のミスコンセプション事例をもとに
開発した教材と指導法を紹介し、再現実験教材を作成す
る。児童生徒の科学的な見方や考え方の育成について考え
てみたい。

滋野　哲秀（文学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月9日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

（理科）

6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505055号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F09　道徳教育指導法の
工夫「考え・議論する道徳」

新学習指導要領では、「考え、議論する道徳」が推奨されて
いますが、これまでの道徳教育との違いや道徳におけるア
クティブラーニングの在り方について、強調されている点を
確認したうえで、考え、検討していきたいと思います。また、
色々なパターンの学習方法や学習形態を試みることで、子
どもたちが主体的に考え、実践できる道徳教育を目指して
いくことをねらいとします。

橋本　雅子（短期大学部教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月9日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505056号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学

【選択】F10　数学教育・授業力
UP講座（１） 動的幾何ソフトを用
いて図形を探究しよう フリーソフ
ト「GeoGebra」入門（図形編）

フリーソフトウェア「GeoGebra」で図形を描くと、幾何学的な
性質を保持したまま変形することができる。この機能を用い
て、図形の動的な見方を養い、変形によっても不変な性質
を探究することが可能となる。
本講習では、「GeoGebra」の基本機能を紹介し、簡単な教材
作成と授業での活用事例を紹介する。中学校と高校の両方
の内容を扱う。中・高の数学科教員で、テクノロジーの利用
に興味はあるが、今まで取り組んだ経験のない方を対象と
する。

大西　俊弘（先端理工学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月9日 教諭
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭（数学）

6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505057号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F11　学校防災教育最前
線

本講義では、講義担当者の10年以上にも及ぶ学校現場や
教育委員会との共同研究の成果を踏まえて、学校現場で必
要とされる学校防災教育の基礎的な知識や考え方を身につ
けるとともに、「主体的」と「対話的」をキーワードに、学校防
災教育を発展させるための最新の知見について演習や討
論を交えながら提供します。

石原　凌河（政策学部　准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月9日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、

養護教諭

6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505058号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F12　英語発音指導の理
論と実践 –コミュニケーション活
動の活性化のために–

英語でコミュニケーションをするとき、自分の意思を相手に
はっきり伝えるには正確に発音することが大切である。日本
語母語話者によくみられる発音の誤りを知り、英語の発音
の基礎になる音を効果的に学習・指導する方法について考
える。また、教員のための発音クリニックも行う。

松村　省一（国際学部 教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月9日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 20人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505059号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F13　ニュージーランドの
教育と社会  －日本との共通点
－

この講義ではまずニュージーランドの歴史、文化、社会制度
などを簡単に紹介してから、現在の教育に焦点をあてる。２
１世紀に入ってからの教育改革によって学校運営方式から
教育における評価方法まで様々な変化があった。これらを
取り上げながら日本と共通しているところ、相違点などを紹
介する。また、特に近年変化の目立つ外国語教育や注目さ
れている「学びの物語」について紹介する。

チャプル　ジュリアン（国際学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月9日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505060号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

龍谷大学
【選択】F14　黄金比の数理的造
形 -フィボナッチ葉序を折り紙で
追体験する-

前半は、実作品を見せながら、黄金比の自己相似性に由来
する工学的な特徴を解説する。
その射程範囲は音楽から建築に及ぶ。
後半は、折り紙工作を通して、植物の葉序原理を追体験す
るワークショップを行う。
そして同様の原理で新しい音楽体系が構築できることも示
す。
自然界の造形はもちろん、文系／理系／芸術系を問わず、
あらゆる文化領域が数学と深く関わり合うことを、体験学習
を通して実感してもらいたい。

森田　善久（先端理工学部　教授）
日詰　明男（理工学研究科　客員教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月9日 教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校・特別支援学

校教諭

6,000円 20人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505061号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F15　ー児童・生徒・教員
が体験する喪失ー 大切な人との
死別にどう向き合うか

講義形式でおこなう。
1.死別悲嘆や遺族支援についての講義をおこなう。
2.こどもを亡くした体験をもつゲストスピーカーから、学校に
対してどのようなニーズを持っていたのか、直接当事者から
話を聴く。
3.児童・生徒・教員が体験する死別悲嘆について、講師およ
びゲストスピーカーでまとめの講義を行う。

黒川　雅代子（短期大学部 教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505062号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F16　英語科教育：新しい
学力観と授業設計の手法

本講習の前半では、近年の学習指導要領改訂に伴う授業
改善および評価方法の多様化に関わる重要なポイントをわ
かりやすく解説します。Can-Doリストの活用、言語活動とパ
フォーマンス課題の捉え方、評価基準（ルーブリック）作成の
技法等を考察し、「使える英語」を習得させるための授業実
践のあり方を議論します。本講習の後半では、「逆向き授業
設計」の手法を導入し、効果的な授業を設計するための演
習を行います。

長嶺　寿宣（国際学部　准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

（英語）
6,000円 30人

令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505063号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学

【選択】F17　数学教育・授業力
UP講座（2） グラフを動かしてみ
よう、データの分析を行おう フ
リーソフト「GeoGebra」入門（関
数・統計編）

本講習では、GeoGebraの関数グラフ描画機能とデータ処理
（統計）機能を紹介し、それらを利用して簡単な教材作成を
行う。中学・高校両方の題材を扱うが、高校の題材の比重
が高い。中学校・高等学校・特別支援学校の数学科教員
で、テクノロジーの利用に興味はあるが、今まで取り組んだ
経験のない方を対象とする。
なお、本講習単独での受講は原則として不可で、GeoGebra
の基本操作を学ぶ「図形編」の講習を先に受講していること
が必要である。

大西　俊弘（先端理工学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月10日 教諭
中学校・高等学
校・特別支援学

教諭（数学）
6,000円 30人

令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505064号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学 【選択】F18　楽しくまなぶ法教育

近年、裁判員制度の導入や選挙権年齢の引き下げなどを
契機にして、学校教育における法教育に注目が集まってい
る。しかしながら、限られた時間の中で行えることといえば、
「法令の解説と暗記」や「遵法精神のお説教」になりがちで、
受講者たちには「つまらない時間」になってしまうことが少な
くない。この講習では、「つまらない法教育」を「楽しくする」方
法について、実例を交えながら、体験していただきたいと考
えている。

石塚　伸一（法学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505065号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F19　教育現場でよりよき
関係性や合意を形成するために

この講習は、教育現場の多様なステークホルダー（教師同
士、保護者、地域の人など）の対話や議論を活性化させ、納
得を伴う合意形成に導いていく知識やスキルを見につける
ことを目的とする。具体的には、議論やワークショップの構
造について学び、ファシリテート能力やファシリテーショング
ラフィックについて実習を交え習得する。

深尾　昌峰（政策学部　教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505066号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

龍谷大学
【選択】F20　アート・ヒストリーと
鑑賞教育の可能性

鑑賞教材としての美術品の教育現場における有効利用に
向けて、本講義では西洋およびアジアの重要な美術品を提
示しながらアート・ヒストリーの基礎を講義し、鑑賞教育の重
要性を考える。美術はただ作品の美を堪能するだけのもの
ではなく、歴史や文化交流、宗教や思想を学ぶうえでも重要
な教材であり、異なる価値観を視覚的に学ばせる教材として
の可能性は大きい。本講義では、西洋美術とアジア美術の
主要作品を多角的に解説する。

林　則仁（国際学部　准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 20人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505067号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F21　黄金比の数理的造
形 -双対（デュアル）竹の星を作
る-

前半は、実作品を見せながら、黄金比の自己相似性に由来
する工学的な特徴を解説する。
その射程範囲は音楽から建築に及ぶ。
後半は、竹ひごを使って2種類の立体的な星を工作する
ワークショップを行う。
そして同様の原理で新しい音楽体系が構築できることも示
す。
自然界の造形はもちろん、文系／理系／芸術系を問わず、
あらゆる文化領域が数学と深く関わり合うことを、体験学習
を通して実感してもらいたい。

森田　善久（先端理工学部　教授）
日詰　明男（理工学研究科　客員教授）

京都府京都市 6時間 令和3年8月10日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学

校教諭

6,000円 20人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505068号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】F22　絵本・童話で育む子
どものことば

絵本・童話の世界は子どもが想像力を駆使して楽しむことの
できる一つの体験であり、保育・教育においてはことばの獲
得や認知を育み、自己形成過程を支えるすぐれた教材にも
なりうる。本講座では、子どものことばを豊かに育む視点か
ら、絵本・童話の魅力・文化財としての価値、教材としての可
能性、選書のあり方を考え、ことばの環境構成、言語指導実
践の手がかりとしたい。

生駒　幸子（短期大学部　准教授） 京都府京都市 6時間 令和3年8月10日 教諭
幼稚園、小学校、
特別支援学校教

諭
6,000円 30人

令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505069号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K01　「メディア・リテラ
シー」入門講座 あなたも騙されて
いませんか？

マスコミ報道などを客観的な真実と思い込んでいる人が多
い。しかし、確かな判断をするには、それらを批判的に読み
解く能力（メディア・リテラシー）が必要である。
本講習では、新聞記事、報道写真、統計・グラフなどに潜む
落とし穴や、「ニセ科学」の危険性について紹介し、「メディ
ア・リテラシー」の向上を目指す。

大西　俊弘（先端理工学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 50人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505070号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K02　楽しい化石・鉱物・
火山の観察と授業法

講義や実習・観察を通して滋賀県の化石（古生物）、火山（カ
ルデラ）、古琵琶湖層群、岩石・鉱物などへの興味を深め、
琵琶湖を含めた滋賀の地質学的な歴史を概観する。また、
小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等でこれらの化
石・鉱物・火山を教材として用いた、児童・生徒の地学への
興味・関心を育てる授業づくりを考察する。幼稚園での活用
も可能である。

多賀　優（農学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月4日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭（理科・地

学）

6,000円 24人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505071号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K03　英語発音指導の理
論と実践 –コミュニケーション活
動の活性化のために–

英語でコミュニケーションをするとき、自分の意思を相手に
はっきり伝えるには正確に発音することが大切である。日本
語母語話者によくみられる発音の誤りを知り、英語の発音
の基礎になる音を効果的に学習・指導する方法について考
える。また、教員のための発音クリニックも行う。

松村　省一（国際学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月4日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 20人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505072号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K04　プログラミング教育  
入門からmicro:bitを動かすまで

本講習では、小学校のプログラミング教育についてのいくつ
かの話題に触れる。パソコンを使ったプログラミングの体験
や、micro:bitというマイコンボードを使ったプログラミングの
体験を通して課題に取り組む。プログラミングの初心者でも
取り組める内容を実際にいろいろと試してもらう。また、レゴ
ブロックで作ったロボットやトイドローンを動かすプログラミン
グ、マインクラフトを使ったプログラミングなども紹介する。

山岸　義和（先端理工学部 准教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月4日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505073号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

龍谷大学
【選択】K05　SDGsを教育に取り
込む

持続可能な開発目標（SDGs）は、2030年までの実現を目標
に進めている国連の課題で、17の目標を掲げています。こ
れら課題は、国連が推し進めてきた開発教育と環境教育の
流れも取り込んだものであり、また具体的な提案を169の
ターゲットとして盛り込むため、教育との相性が良い目標に
なっています。この講習では、「持続可能な開発」を見つめ
直し、教育の中に活かす方策を考えていきたいと思います。

横田　岳人（先端理工学部 准教授）
村澤　真保呂（社会学部 教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505074号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K06　「地域公共人材」を
育てるアクティブ・ラーニング実践
入門

本講義では、アクティブ・ラーニングの基本的な手法とその
考え方を学び、グループ・ワークによる実習も行います。龍
谷大学政策学部における「地域公共人材」養成プログラム
で培われた教育手法を素材として学び、大学の手法を参考
にしながら、「学修者を主体的で、深い学びに導く」教育プロ
グラム体系を作る勘所を実践的・理論的に学びます。

只友　景士（政策学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505075号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K07　環境に配慮した最新
の応用化学

近年、環境に関する話題が社会的に大きく取り上げられるこ
とが多い。石油資源、プラスチックの廃棄問題、希少金属資
源の枯渇問題など、化学が関与する環境問題も多数存在す
る。化学が社会に対してできること、また解決に向けた最新
の研究成果を化学的な視点から解説する。

中沖　隆彦（先端理工学部　教授）
藤原　学（先端理工学部　教授）
富﨑　欣也（先端理工学部　教授）
内田　欣吾（先端理工学部　教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月9日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 20人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505076号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K08　タイル張りとグラフの
数学探究

タイル張り（多角形を貼り合わせてできる模様）や、グラフ
（点と点を線で結びつけてできる図形）は、比較的新しい数
学の分野です。言葉だけでは表現しにくく、実際にいろいろ
試してみる面白さがあります。この講習では、単純な要素か
ら複雑な構造が形成されていく新しい数学の世界を、いろい
ろな例や問題を交じえて体感していただきます。

山岸　義和（先端理工学部 准教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月9日 教諭
中学校・高等学
校教諭（数学）

6,000円 20人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505077号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K09　遺伝子から個体、そ
して生態系へ

現代生物学では、分子レベルでの生命の仕組みから個体
間相互作用まで、広範な視点から生命現象を理解できるよ
うになっている。本講習では、身近な植物や昆虫に焦点を
当て、ミクロな視点（遺伝学）からマクロな視点（生態学）に
渡って、植物や昆虫が持つ巧妙な仕組みに関していくつか
の話題を提供する。また、植物や昆虫が持つ能力の利用に
ついても紹介する。講義後は、植物のホメオティック変異体
の観察や昆虫の行動観察を行う。

塩尻　かおり（農学部　准教授）
別役　重之（農学部　准教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月9日 教諭
中学校、高等学
校教諭（理科）

6,000円 20人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505078号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K10　学校における食の
話題 （アレルギー及びスポーツ
栄養の観点から）

学校における食と栄養の観点から以下の2つのテーマを取
り上げ、解説する。
①食とアレルギーについて（食物アレルギーにおける解除
の進め方・緊急時対応、食への介入によるアレルギー予防
など）
②スポーツ栄養と食育について（高校生のスポーツ栄養マ
ネジメントの実践事例、成長期のスポーツ栄養教育の学習
方法や教材など）

楠　隆（農学部　教授）
上田　由喜子（農学部　教授）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505079号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K11　児童生徒の興味を
引き出す理科（天体分野の指導
法と教材）

観察・実験を行うことにより、子どもたちに科学する態度を育
むことは極めて重要なことである。しかし、「天体に関する分
野」は、子どもたちの興味関心が高い分野でありながら、野
外観察や実験が困難である。本講座では、筆者が研究を
行っている中・高・大学生のミスコンセプション事例をもとに
開発した教材と指導法を紹介し、再現実験教材を作成す
る。児童生徒の科学的な見方や考え方の育成について考え
てみたい。

滋野　哲秀（文学部　教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月10日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

（理科）

6,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505080号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/
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龍谷大学 【選択】K12　アフリカと日本

近年日本にとってやや馴染みがましつつあるとはいうもの
の、アフリカは未だに遠い存在である。講義やワークショップ
形式を通じて、サハラ以南のアフリカの歴史、文化、貧困、
などの多様なアフリカの今日の姿を理解する。そのような異
文化理解の過程において、思い込みや偏見の危険性を浮
かび上がらせる。そして、アフリカという日本とは遠く隔たっ
た世界を鏡として、日本自身をよりよく理解するということの
意味を修得する。

斎藤　文彦（国際学部 教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月10日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 25人

令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505081号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K13　江戸期の数学を授
業に生かす

江戸期、和算は老若男女に広く親しまれ、西洋数学とは独
立して発展を遂げました。本講習では、いくつかの数学の問
題について、素朴で簡明な解法を示し、その歴史的な背景
を学びます。また、江戸期の数学問題のひとつにある30球
の立体模型をビーズ編みで実際に製作します。

山岸　義和（先端理工学部 准教授）
堀部　和経（大同大学　非常勤講師）

滋賀県大津市 6時間 令和3年8月10日 教諭
中学校・高等学
校教諭（数学・理

科）
6,000円 30人

令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505082号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K14　暮らしの中で災害を
科学する ～防災・減災のために
～

自然災害は、年々巨大化・頻発化しているように見える。し
かしそれは地球の止むことのない活動の証拠であり、人間
の手で食い止めることはできない。それを前提に考えたと
き、教員にできることは何だろうか。そのヒントを自然景観
や、日常生活の中にある先人の智恵の中に見出し、またモ
デル実験とカードゲームを通して、災害との向き合い方を授
業の中でどう伝えていくべきか考える。

中島　健（非常勤講師） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円 20人
令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505083号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

龍谷大学
【選択】K15　シルクロード文化の
東漸と日本への影響

「シルクロード」と呼ばれる中央アジアの交易路は、東西を
結ぶ重要な幹線道路であった。この交易路に関して、これま
での研究では東西を結ぶ道を前提として考えられてきたが、
近年になって様々な出土史料が新たに発見され、遊牧民と
オアシス定住民を結ぶ南北ルートの存在が明らかになって
きた。また、このシルクロードを通過して、さまざまな文化が
東西へと拡大していくが、日本へも大きな影響を与えた。本
講習ではシルクロードの成立過程と日本への文化の伝播を
考えていきたい。

中田　裕子（農学部　准教授） 滋賀県大津市 6時間 令和3年8月10日 教諭
中学校・高等学
校教諭（社会科・

地理歴史科）
6,000円 30人

令和3年4月22日～
令和3年5月14日

令03-
30420-
505084号

075-283-0143　
(内線： 1311)

https://www.ryukoku.ac
.jp/faculty/kyoshoku/

大阪青山大学
【選択】子どもをめぐる現代的課
題

今日の子どもをめぐる様々な問題、虐待、特別ニーズ、健康
上の問題、情報安全の問題などについて考えるとともに、学
習や教育相談のあり様ならびに学習指導法を実践的に学
ぶ。講義によっては、受講者自身の活動を通して体験的に
学べるように工夫する。

梅林　厚子（健康科学部子ども教育学科特任教
授）
林　富公子（健康科学部子ども教育学科准教
授）
髙木　典子（健康科学部子ども教育学科教授）
萩原　憲二（健康科学部子ども教育学科特任教
授）
服部　太（健康科学部子ども教育学科准教授）
永井　正幸（健康科学部子ども教育学科教授）
村田　トオル（健康科学部子ども教育学科教授）
佐藤　琢志（健康科学部子ども教育学科教授）
植田　一夫（健康科学部子ども教育学科特任准
教授）
戸松　玲子（健康科学部子ども教育学科教授）
大澤　茂男（健康科学部健康栄養学科教授）
西堂　直子（神戸大学附属特別支援学校　副校
長）

大阪府箕面市 18時間
令和3年8月4日～
令和3年8月6日

教諭
幼稚園、小学校

教諭向け
18,000円 70人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30423-
504542号

072-722-4641　
(内線： 4553)

http://www.osaka-
aoyama.ac.jp/
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大阪青山大学
【選択】子どもをめぐる現代的課
題

今日の子どもをめぐる様々な問題、虐待、特別ニーズ、健康
上の問題、情報安全の問題などについて考えるとともに、学
習や教育相談のあり様ならびに学習指導法を実践的に学
ぶ。講義によっては、受講者自身の活動を通して体験的に
学べるように工夫する。

梅林　厚子（健康科学部子ども教育学科特任教
授）
林　富公子（健康科学部子ども教育学科准教
授）
髙木　典子（健康科学部子ども教育学科教授）
萩原　憲二（健康科学部子ども教育学科特任教
授）
服部　太（健康科学部子ども教育学科准教授）
永井　正幸（健康科学部子ども教育学科教授）
村田　トオル（健康科学部子ども教育学科教授）
佐藤　琢志（健康科学部子ども教育学科教授）
植田　一夫（健康科学部子ども教育学科特任准
教授）
戸松　玲子（健康科学部子ども教育学科教授）
大澤　茂男（健康科学部健康栄養学科教授）
西堂　直子（神戸大学附属特別支援学校　副校
長）

大阪府箕面市 18時間
令和3年8月18日～
令和3年8月20日

教諭
幼稚園、小学校

教諭向け
18,000円 70人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30423-
504543号

072-722-4641　
(内線： 4553)

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

大阪女学院大学
【選択】英語学習の理論を授業実
践に生かす工夫：ライティングと
音声を中心に

第一部は「英語ライティングにおける修正フィードバック理論
を用いた指導実践」というテーマで、ライティング指導におけ
る効果的なフィードバックを考察し、学習者の主体的な学び
につながる課題・タスクについて討議する。
第二部は「英語音声の理論と教材作成：文強勢と音のつな
がり、イントネーションを中心に」をテーマに、音声指導の要
となる学習ポイントの基礎理論を確認し、それらを授業に生
かす工夫、教材作成について考える。

仲川　浩世（大阪女学院短期大学　英語科　教
授）
大塚　朝美（大阪女学院短期大学　英語科　准
教授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年8月9日 教諭

小学校教諭・中
学校英語科教
諭・高等学校英

語科教諭

5,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月16日

令03-
30439-
504380号

06-6761-9382　
(内線： 6698)

http://www.wilmina.ac.j
p/oj/?ttc

大阪女学院大学
【選択】協同学習と動機付け理論
に基づくペア・グループ活動

第一部は「協同学習の理論に基づくペア・グループ活動」を
テーマに、英語の授業を行う際に取り入れるペア・グループ
活動について、様々な言語活動の体験を通して協同学習の
理論・要素について考える。
第二部は「動機づけの理論と実践」をテーマに、第二言語習
得における動機づけの理論とその実践方法について学び、
児童・生徒のやる気を引き出すために効果的なストラテジー
について考える。

山本　淳子（国際・英語学部　教授）
松尾　徹（国際・英語学部　准教授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年8月10日 教諭

小学校教諭・中
学校英語科教
諭・高等学校英

語科教諭

5,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年7月16日

令03-
30439-
504381号

06-6761-9382　
(内線： 6698)

http://www.wilmina.ac.j
p/oj/?ttc

大阪電気通信大
学

【選択】情報社会ですぐに使える
問題解決法

情報社会ですぐに使える問題解決法について、基盤能力、
５つのステージ、視座・視点・価値観などの重要性を学ぶ。
具体的には、ワークシート（当日配布）を使いながら、視点・
視座法、メリット/デメリット計算法、７Ｗ１Ｈ１Ｄプラン法など
の演習を行う。

横山　宏（総合情報学部教授）
大阪府寝屋川
市

6時間 令和3年8月5日 教諭
高等学校情報教

諭
6,000円 20人

令和3年6月1日～
令和3年7月15日

令03-
30443-
505469号

072-813-7588　
(内線： 3225)

https://www.osakac.ac.
jp/

大阪電気通信大
学

【選択】機械の基礎力学

工学の基礎となる力学について，その基礎的な内容を講義
する．
１． 力学分野におけるSI単位系について解説する．
２． 力学の基礎として，力の合成と分解，運動の法則につ
いて解説する．
３． 力学の機械工学分野での応用例，特に機械要素にお
ける応用について解説する．

阿南　景子（工学部教授）
大阪府寝屋川
市

6時間 令和3年8月5日 教諭
高等学校工業教

諭
6,000円 20人

令和3年6月1日～
令和3年7月15日

令03-
30443-
505470号

072-813-7588　
(内線： 3225)

https://www.osakac.ac.
jp/

大阪電気通信大
学

【選択】計測・制御やネットワーク
利用をふまえたプログラミングの
進め方・作り方

本講習では，中学校や高等学校でのプログラミング授業に
ついて，指導のポイントや実際のプログラミング方法等を,実
習等を通して学習する．
講習では，センサとマイコンを用いた計測・制御，ネットワー
クを利用したプログラミングについて，プログラムの設計の
方法についても触れながら，授業を想定した実習を行う．プ
ログラミング未経験も楽しめるよう基礎から講習を進めた
い．

兼宗　進（工学部教授）
大村　基将（共通教育機構特任講師）

大阪府寝屋川
市

6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校技術教
諭・高等学校工

業教諭
6,000円 20人

令和3年6月1日～
令和3年7月15日

令03-
30443-
505471号

072-813-7588　
(内線： 3225)

https://www.osakac.ac.
jp/
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帝塚山学院大学
【選択】自分と人の理解へ向け
て：心の理論からメンタライゼー
ションへ

そもそも人のこころや自分のこころを理解するとはどういうこ
となのか、簡単には答えの導き出せない課題について、「メ
ンタライゼーション」という新たな概念を起点として、人とのつ
ながりや自分のあり方について考えます。外からの情報を
付加するだけではなく、深く心の通う経験につながる教育、
そして自分のあり方とはどのようなものか、意見を交わしな
がら進めたいと思います。自己理解とストレスマネジメントに
ついても考えましょう。また、栄養士が管理栄養について相
談にのる際に必要となる、心の動きについて着目するメンタ
ライゼーションの視点にもふれる。

広瀬　隆（人間科学部心理学科 教授） 大阪府堺市 6時間 令和3年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭・養護教
諭・栄養教諭向け

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年6月17日

令03-
30462-
503601号

072-296-1331
http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】子どもと教員のストレス耐
性を高めるメンタルヘルス

近年、不登校始め不適応状態の要因に、心理社会的要因
による身体症状や精神症状を認めることが少なくない。
これらは、日常生活においてストレスへの耐性が低くなって
いることも一因と考えられ、子どものストレス耐性強化が課
題となっている。
また、効果的な教育活動を行うためには、教員もストレス耐
性も高め、指導にあたることが必須となる。
本講座では、ストレスによる不適応状態の子どもに長年関
わってきた臨床心理士/公認心理師が、ストレスについての
医療情報と共に、ストレスマネジメントのための具体的な児
童/生徒指導上の対応について、実習を含めた講座を行う。

大堀　彰子（人間科学研究科臨床心理学専攻 
教授）
木下　忠恭（清教学園中高等学校　スクールカ
ウンセラー）
片山　貴美子（医療法人爽神堂 そうしん堂レ
ディスメンタルクリニック　臨床心理士）

大阪府堺市 6時間 令和3年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員向け 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月17日

令03-
30462-
503602号

072-296-1331
http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】情報技術の発達と情報技
術に係わる指導に関する講習

Webや情報デザインの動向を紹介し、情報デザイン系の学
習指導のあり方について考える。
また、画像や動画のコンテンツの作成実習を通して、情報コ
ンテンツ系の学習指導について考える。

小幡　信（リベラルアーツ学部リベラルアーツ学
科 准教授）
佐藤　安（リベラルアーツ学部リベラルアーツ学
科 専任講師）

大阪府堺市 6時間 令和3年8月2日 教諭

中学校技術科教
諭、高校情報科
教諭を主として、
小学校・中学校・
高等学校の情報
教育に関心のあ

る教諭向け

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月17日

令03-
30462-
503603号

072-296-1331
http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】プログラミングに関する講
習（プログラミング指導を始める
前に）

最初に、現在社会において、プログラミング的思考がなぜ重
要なのか、受講生のみなさんと一緒に考えたいと思う。次
に、本講習で使用するmicro:bitについて、その誕生の経緯
となったSTE（A）M教育という考え方とともに説明する。午後
からは実際にmicro:bitを使ってプログラミングの実習をおこ
なう。この実習を通じて、プログラミングの理解を深めるため
の工夫についても考える。

喜家村　奨（リベラルアーツ学部リベラルアーツ
学科 教授）

大阪府堺市 6時間 令和3年8月25日 教諭

中学校技術科教
諭、高校情報科
教諭を主として、
小学校・中学校・
高等学校の情報
教育に関心のあ

る教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月17日

令03-
30462-
503604号

072-296-1331
http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】小学校英語実践ワーク
ショップ

新学習指導要領の内容に準拠した小学校外国語活動およ
び外国語科の指導に生かすことのできる授業スキルをワー
クショップ形式で紹介する。「絵本を使った活動」、「教科横
断の視点を取り入れた活動」「英語多読学習」の３テーマに
ついて、参加者が教室に戻ってすぐに活用できるよう実践指
導する。また、指導者の英語力をブラッシュアップさせる方
法についても紹介する。

溝手　真理（リベラルアーツ学部リベラルアーツ
学科 教授）
八野　幸子（リベラルアーツ学部リベラルアーツ
学科 専任講師）
Cory　Koby（リベラルアーツ学部リベラルアーツ
学科 准教授）
杉本　喜孝（京都府立南陽高等学校・附属中学
校　教諭）

大阪府堺市 6時間 令和3年8月4日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月17日

令03-
30462-
503605号

072-296-1331
http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】英語の４技能を磨くワーク
ショップ

グローバル化の進展により、教員も様々な局面で英語を使
う必要が高まっている。このワークショップでは、英検の準２
級、２級レベルの英語力を有する受講生を対象に、国際言
語としての英語の運用能力を強化するために、活動中心の
授業を行う。

八野　幸子（リベラルアーツ学部リベラルアーツ
学科 専任講師）
Cory　Koby（リベラルアーツ学部リベラルアーツ
学科 准教授）
杉本　喜孝（京都府立南陽高等学校・附属中学
校　教諭）

大阪府堺市 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校、高等学
校（英語）教諭向

け
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月17日

令03-
30462-
503606号

072-296-1331
http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/
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帝塚山学院大学
【選択】韓国の言葉と文化・社会
について学ぼう

本講義は日本の最も近い隣国である韓国の言葉と文化・社
会について網羅的に学ぶ講習である。４コマのうち半分は
韓国の文化と社会について学ぶ。社会については主に現代
社会を取り巻く諸問題から韓国社会を紹介し、文化につい
ては儒教や食文化について学ぶ。後半は、１）ハングルの壁
を乗り越えよう！（短時間で読めるようになる）、２）前半に触
れた韓国文化と言語を結びつけ、「原作ドラマとそのリメイク
ドラマ」を通して、生き生きした韓国語を学習する。言語を教
えるときに、どうすれば学生らの興味を引き立てるかについ
ても取り上げる。

古田　富建（リベラルアーツ学部リベラルアーツ
学科 教授）
任　炫樹（リベラルアーツ学部リベラルアーツ学
科 准教授）

大阪府堺市 6時間 令和3年8月23日 教諭
中学校・高等学
校（社会科・韓国

語）教諭向け
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年6月17日

令03-
30462-
503607号

072-296-1331
http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】子どもたちの生活習慣と
健康～食と運動を中心に～

本講習は、主に栄養教諭対象の選択領域（6時間）である。
「子どもたちの生活習慣と健康～食と運動を中心に～」とし
て、こどもの健康問題や生活習慣病の若年化、こどもの肥
満と若い女性のやせや食育、適正なエネルギー摂取、三大
栄養素のバランス等について講義を行う。
運動についても日常生活の中に組み込んで、かつ楽しみな
がら継続できるメニューを講義する。

津田　謹輔（人間科学部食物栄養学科 教授）
細川　雅也（人間科学部食物栄養学科 教授）

大阪府堺市 6時間 令和3年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、保健科教

諭向け
6,000円 50人

令和3年4月16日～
令和3年6月17日

令03-
30462-
503608号

072-296-1331
http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】学校教育における食育の
あり方

本講習は、主に栄養教諭対象の選択領域（6時間）である。
「“食を営む力”を育む食育推進～家庭とつなぐ食育をキー
ワードとして～」、「食育の進め方～行事食をとおして～」と
いう2つのテーマで講義を行う。

福田　ひとみ（人間科学部食物栄養学科 教授）
金田　直子（人間科学部食物栄養学科 専任講
師）

大阪府堺市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、家庭科教
諭、幼稚園教諭

向け

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月17日

令03-
30462-
503609号

072-296-1331
http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学
【選択】身近な食品を改めて考え
る

給食を代表として日々の食事に向けて、たくさんの食品・食
材を目にすると思います。選択（購入）にあたっては、食品
のパッケージから判断して、「これ美味しそう。」などと感じて
手に取られることがおそらく多いと思います。実は食品の
パッケージには、その商品デザインのみならず、たくさんの
情報が詰まっております。本講習では、教育現場での食育
や子どもの発達・健康に向けて、身近に目にする食品につ
いてさまざまな視点から講述します。

足達　哲也（人間科学部食物栄養学科 教授） 大阪府堺市 6時間 令和3年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

栄養教諭、養護
教諭、中学校・高
等学校（家庭科）

教諭向け

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月17日

令03-
30462-
503610号

072-296-1331
http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

帝塚山学院大学 【選択】子どもの人権と教育

子どもの人権をめぐる問題は多様に存在している。この講
座では、虐待、子どもの貧困などの子どもの人権に関する
問題に対し、教育は何ができるのか、何をすべきなのかを
考える。また、子どもの人権保障に深く関わってきた同和教
育を振り返りながら人権教育への移行過程と人権に関する
認識について考える。

川辺　勉（人間科学部心理学科 教授） 大阪府堺市 6時間 令和3年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月17日

令03-
30462-
503611号

072-296-1331
http://www.tezuka-
gu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

東大阪大学
【選択】こどものアンサンブル音
楽

こどものアンサンブル音楽（小学校）こどもにとってのアンサ
ンブル音楽とは？こどもが演奏できるアンサンブル音楽を体
験し、多くの楽器の奏法やアンサンブル曲のアレンジ法を学
ぶ。こどもが演奏する楽曲を実際に演奏し、年齢別演奏能
力を理解していく。アンサンブル音楽を演奏する事によって
感じる事、こどもと音楽について考える。こどもの演奏する音
楽は現場によってそれぞれです。幼稚園免許の方もこちら
を受講できます。

丹山　三恵子（こども学部こども学科教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504107号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学
【選択】幼児期における基礎的能
力の発達

幼年期は数量、言語､読み書き等の基礎的能力を獲得して
いく時期である。この時期にこれらの能力をしっかり身につ
けることが､児童期以降の思考力、考察力、コミュニケーショ
ン力等社会人として必要な能力の礎となる。これまでの幼児
の能力獲得に至る過程の研究成果を紹介しながら、幼児の
能力開発にいかに関わっていけばよいのかを、幼児の生活
全体をふまえながら考えていく。

冨田　昇（短期大学部実践食物学科准教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504108号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/
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東大阪大学 【選択】食と成長

こどもの食と成長に関連した最新の統計資料を紹介し、問
題点について解説します。
さらに本学で実施している農産物を利用した食育につなが
る実習内容を紹介します。
１、食品に関する新しい表示制度
２、健康に関わる施策と統計
３、栄養必要量と食事摂取基準
４、赤ちゃんの健康と葉酸
５、東大阪大学短期大学部における食育の取組み

源　伸介（短期大学部実践食物学科教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月18日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭、栄
養教諭

6,000円 50人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504109号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学
【選択】理科教育の最新事情・教
材研究講習

理科教育の最新事情をディスカッション・ミニディベート等を
加え講じる。理科に関する最新の教育政策・小中高新学習
指導要領等を踏まえ，今後の教科指導・生徒指導に役立つ
と考える最新の理科教育を詳解。Society5.0に向け持続可
能な開発に寄与する次代の科学技術イノベーションを牽引
する人材育成やそのための理科教育・教員養成・教員研修
を講義・演習する。

杉本　剛（こども学部こども学科講師）
大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504110号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学 【選択】幼稚園における造形表現

幼児の豊かな造形表現を引き出す保育者の役割や援助及
び造形環境等について考察し、造形表現の基本を確認しな
がら発展的な造形活動について理論を交えて実技を習得す
る。また幼児の描く絵や制作等を通して幼児理解を深め、保
育者の確かな実践力と保育者自らの表現力を高める。

松村　和代（こども学部こども学科講師）
大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504111号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学
【選択】幼稚園、保育所等におけ
るアンサンブル音楽

アンサンブル音楽（幼稚園・保育所等）３歳〜６歳のこどもた
ちが演奏できるアンサンブル音楽を体験し、多くの楽器奏法
やアンサンブル曲のアレンジ法を学ぶ。演奏しやすく聞きば
えのする音楽とは？こどもたちが演奏する楽曲を実際に演
奏し、年齢別演奏能力を理解していく。アンサンブル音楽を
演奏する楽しさを感じていく。

丹山　三恵子（こども学部こども学科教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504112号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学
【選択】子ども理解と児童期の心
理

学校現場の課題をふまえ、子どもの問題行動について家族
関係や行動パターンなどから構造的な視点での捉え方とそ
の対応を解説します。また学級経営のルール化についても
解説します。さらに、発達障害および他の障がいのある子ど
もたちへの理解、子どもたちへの心理面を重視した支援に
ついても解説します。

市橋　正己（こども学部こども学科教授）
髙岡　忍（こども学部こども学科准教授）

大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504113号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学
【選択】GIGAスクール構想に向け
たPCを使った教材開発

文部科学省が推進するGIGA（Global and Innovation 
Gateway for All）スクール構想では、1人1台の学習者用端
末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、授業
での活用を主な取組みとして教育のICT化を推進していくこ
とが構想されています。本講習では、大学における
Windows10の基本ソフト（ビデオエディター）とPower Point 
2019(Office 365)による動画作成事例及びGoogle 
Classroomによる遠隔授業事例を紹介し、GIGAスクール構
想に向けた小学校におけるICTを活用した教材の概説の講
義と演習を行います。

杉本　剛（こども学部こども学科 講師）
源　伸介（短期大学部実践食物学科教授）

大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504114号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学 【選択】食の防災と食糧事情

今後、起こりうる大災害での備え、心構え、問題点について
解説します。
世界的食糧事情と未来食材として期待される食用昆虫につ
いて解説します。
1、災害の理解
2、最新の防災食
3、パッククッキング
4、世界的食糧事情
5、未来食材（昆虫食）

松井　欣也（短期大学部実践食物学科准教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月19日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭、栄
養教諭

6,000円 20人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504115号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/
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東大阪大学
【選択】子ども理解と保護者理解
（家庭支援を含む）

教育において「子ども理解」や「保護者理解」はどのような意
味があるのだろうか。ここでは、子どもの現実や保護者の現
実を事例を通し考え、現代社会の教育課題を探っていく。そ
の上で、子ども理解や保護者理解をすることの意味を明ら
かにし、どのような援助職（教師像）を目指すのかを考え合
いたい。また、家庭支援に対するアプローチのあり方、対応
の基本となるコミュニケーション力など、その重要性の理解
を深め、支援力の向上を図る。

渡邉　由之（こども学部こども学科准教授）
川谷　和子（こども学部こども学科 講師）

大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504116号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学 【選択】小学校につなぐ英語活動

小学校英語が教科化されることになりました。園児さんたち
にはまず英語を楽しんでもらい、日本語にない音やリズムを
拾うことができる耳を育ててあげたいと思います。その力を
小学校でやる外国語活動につなげるのだと意識して講習を
受けていただければ嬉しく思います。午前中には歌、チャン
ツ、小学校外国語活動とはどんなものかを体験し、午後に
は英語ネイティブ講師とともに音楽や面白いお話（英語と日
本語）を楽しんでください。

大矢　智子（短期大学部実践保育学科教授）
カネル　キム（非常勤講師）

大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 35人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504117号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学 【選択】食と健康

食は生活の基本であり、「安全である」ことが不可欠ですが
食品事故が発生しています。講習前半では、学校における
食の事故事例、原因の検証及び予防対策など、「食の安
全・安心」について解説します。また、食の選択肢が多様化
する現代において、地域農産物の活用が全国各地で見直さ
れています。講習後半では、大阪府認証伝統野菜の研究動
向、地域農産物を活用した食育の事例などについて解説し
ます。

山下　絵美（短期大学部実践食物学科准教授）
濵田　尚美（短期大学部実践食物学科講師）

大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月20日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭、栄
養教諭

6,000円 20人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504118号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学
【選択】Scratchを用いたプログラ
ミング教育

小学校において児童にプログラミングを体験させる際、ビ
ジュアルプログラミング言語を使うことが効果的である。現
在、ビジュアルプログラミング言語として最もよく用いられて
いるScratchによるプログラミングを学ぶことで、小学校での
プログラミング体験授業の構築や、各科目でのScratchを用
いた教材作成ができるようになることを目指す。

石川　高行（こども学部アジアこども学科教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 25人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504119号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学 【選択】文学教材・絵本の可能性

文学教材を読解して語り合うことには、どのような意味があ
るのでしょうか。「おとうとねずみチロ」「ごんぎつね」「世界一
美しいぼくの村」などを取り上げ、さまざまな視点から文学教
材の新たな読みの可能性を探ります。また、〈国語教材で取
り上げられている絵本〉〈子どもの心を描く絵本〉〈大人も学
べる絵本〉などについて、考察します。

渡邊　ルリ（こども学部 こども学科教授）
大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504120号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学 【選択】幼稚園における造形表現

幼児の豊かな造形表現を引き出す保育者の役割や援助及
び造形環境等について考察し、造形表現の基本を確認しな
がら発展的な造形活動について理論を交えて実技を習得す
る。また幼児の描く絵や制作等を通して幼児理解を深め、保
育者の確かな実践力と保育者自らの表現力を高める。

松村　和代（こども学部こども学科講師）
大阪府東大阪
市

6時間 令和3年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
令和3年5月31日～
令和3年6月18日

令03-
30467-
504121号

06-6782-2886
http://www.higashiosak
a.ac.jp/

桃山学院大学 【選択】博学連携を考える

【同時双方向型】現代が生涯学習社会と呼ばれるようになっ
て久しい。しかし生涯学習施設としての博物館と学校の連携
は決してうまくいっているとは言えない。その理由の一つに
は学校側が博物館をうまく利用し切れていない現状がある。
そこで本講習では博物館についての基本的な事柄を、更に
その中でも博物館教育について講義をし、学校教育の考え
方とのズレを認識し、受講者の興味関心に基づいて「博学
連携」の具体的な取り組みを考察する場としたい。

井上　敏（経営学部経営学科准教授） インターネット 6時間 令和3年7月30日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、

養護教諭
5,000円 30人

令和3年4月19日～
令和3年5月19日

(備考　4月29日～5月5
日は申込受付を行いま

せん。)

令03-
30469-
504283号

0725-54-3131　
(内線： 3347)

http://www.andrew.ac.j
p/
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桃山学院大学 【選択】生徒理解と生徒指導

【同時双方向型】本講座では、生徒理解に基づいた生徒指
導の実践について考える機会を提供し、予防的・開発促進
的な生徒指導のあり方について理解を深める。そのため
に、生徒指導理論や生徒指導上の諸問題に関する解説及
び実践提案等を行う。

川口　厚（経済学部経済学科准教授）
岸上　智弘（大阪市立十三中学校　教頭）

インターネット 6時間 令和3年8月3日
教諭

養護教
諭

小学校教諭 中学
校教諭 高等学校
教諭 養護教諭

5,000円 60人

令和3年4月19日～
令和3年5月19日

(備考　4月29日～5月5
日は申込受付を行いま

せん。)

令03-
30469-
504284号

0725-54-3131　
(内線： 3347)

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

桃山学院大学
【選択】データをゼロから作ってア
クティブラーニングに活かそう

【同時双方向型】アクティブラーニングの中に「調べ学習」が
あります。この学習には「データ」をどこから集めたらいいの
かを含みます。しかし調べてもデータが見つからなければど
うすればいい？ 「作ればいい」　これが答えになります。
この講習では、アクティブラーニングの中で重要な位置を占
めるデータの扱い方について「なければ作る」という姿勢を
持ってもらおうと思います。

中村　勝之（経済学部経済学科教授） インターネット 6時間 令和3年8月4日
教諭

養護教
諭

全教諭、養護教
諭

5,000円 60人

令和3年4月19日～
令和3年5月19日

(備考　4月29日～5月5
日は申込受付を行いま

せん。)

令03-
30469-
504285号

0725-54-3131　
(内線： 3347)

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

桃山学院大学 【選択】インターネットと消費者

【同時双方向型】令和２年度情報通信白書によると、2019年
のインターネット利用率は6～12歳で80.2%、13歳～19歳で
98.4%である。動画投稿・共有サイト・オンラインゲーム・SNS
等の利用が多いが、商品やデジタルコンテンツの購入にも
利用され、コロナ禍でeラーニングの利用も増加している。イ
ンターネットの接続が容易である現在、若年時から、匿名性
や非対面取引というインターネットの特性から生ずる問題を
知り、その危険性を理解した上での利用を考える。

田中　志津子（法学部法律学科教授）
瀬谷　ゆり子（法学部法律学科教授）

インターネット 6時間 令和3年8月5日
教諭

養護教
諭

小学校教諭 中学
校教諭 高等学校
教諭 養護教諭

5,000円 50人

令和3年4月19日～
令和3年5月19日

(備考　4月29日～5月5
日は申込受付を行いま

せん。)

令03-
30469-
504286号

0725-54-3131　
(内線： 3347)

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

芦屋大学
【選択】これからの子ども理解と
援助

乳幼児期の育ちを保障する保育の質と保育者の専門性に
ついて考え合う。参加者とディスカッションも交えて進行す
る。乳幼児期の発達の中でも心の育ちに焦点をあて、育ち
あう子ども集団をつくる保育者の役割について考えたい。ま
た保育の中で子どもたちの学びを捉える視点と学びを深め
る援助について討議を深める。乳幼児期の発達を踏まえた
保育環境構成を考える。
幼小連携の観点から小学校教諭も対象とする。

大谷　彰子（臨床教育学部准教授）
安藝　雅美（臨床教育学部講師）

兵庫県芦屋市 6時間 令和3年8月4日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・幼保
連携型認定こど
も園　保育教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30472-
505490号

0797-38-6711　
(内線： 2209)

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

芦屋大学
【選択】これからの初等教育段階
で求める基礎・基本の教育

「早寝早起き朝ごはん」を文部科学省が推進している。子ど
もの生活習慣の乱れが学習意欲、体力、気力の低下の要
因の一つとして指摘されている。「早寝早起き朝ごはん」の
重要性を睡眠と睡眠をコントロールする体内時計の観点か
ら考察する。
TPRやCLILなどの英語教育の基礎知識にも触れながら、小
学校英語活動や英語科の授業で使う教室英語の基本フ
レーズや身近な単語を演習を通じて学習する。
「主体的・対話的で深い学び」を算数科の授業で実現させて
いくための要素や方策について、プログラミング学習等の実
体験を通して理解を深める。
文部科学省の子どもの学びの連続性を確保が重要という観
点から幼稚園教諭も受講対象とする。

渡　康彦（臨床教育学部教授）
笠原　清次（臨床教育学部特任教授）
丹下　秀夫（臨床教育学部准教授）
中村　整七（臨床教育学部准教授）

兵庫県芦屋市 6時間 令和3年8月5日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30472-
505491号

0797-38-6711　
(内線： 2209)

https://www.ashiya-
u.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

芦屋大学
【選択】これから必須な情報技術
と持続可能社会の重要性

対人コミュニケーションの演習を通して良好な人間関係づく
りを体験的に理解する。教師としてのSNS利用について、
zoomやGoogleミートを利用した授業についての基礎知識や
問題点、授業のネット配信について、著作権や肖像権につ
いても本講義では解説、討議型の講義をします。ＳＤＧｓと自
然環境の関連性を中心に環境教育の視点から持続可能な
社会について考える。また、ＣＳＲやＣＳＶといった企業の社
会的責任について普段生活する中で意識する事が少ない
取組について今後の発展性や継続性について考察する。ス
マート化社会の基礎知識・動向（デジタルネイティブ世代の
スマート社会観）などを分かりやすく講義します。

森下　博行（経営教育学部教授）
中村　宏敏（経営教育学部教授）
池田　聡（経営教育学部准教授）
井上　徹（経営教育学部准教授）

兵庫県芦屋市 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30472-
505492号

0797-38-6711　
(内線： 2209)

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

芦屋大学
【選択】これからの教員として生
徒を育む体育・スポーツ指導

本講義では「球技（ゴール型とネット型）、武道（剣道）」を取
り上げ、授業づくりのヒントや部活動の指導に役立つ効果的
な指導方法について演習形式で解説をするとともに、最新
のトレーニング科学の知見と実践的なトレーニング方法につ
いて解説を行う。基本的に中学生や高校生への運動指導を
対象とするが、小学校教諭も受講は可能。

青木　敦英（臨床教育学部教授）
石川　峻（臨床教育学部講師）
伊藤　武徳（臨床教育学部特任准教授）

兵庫県芦屋市 6時間 令和3年8月7日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月30日

令03-
30472-
505493号

0797-38-6711　
(内線： 2209)

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

関西福祉大学 【選択】幼児を育む保育実践

幼児の生活は養護と教育が一体化したものである。養護面
では「食」を取り上げ，園所での食育実践のポイントを講義と
簡単な実践を交えて行う。教育面では「絵画」に焦点をあ
て，実際にいろいろな絵画体験をすることで，幼児が面白い
と感じる絵画技法を学ぶ。

廣　陽子（教育学部准教授）
中道　美鶴（教育学部教授）
金子　美里（教育学部講師）

兵庫県赤穂市 6時間 令和3年8月17日 教諭 幼稚園教諭 6,500円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月22日

令03-
30475-
504810号

0791-46-2846　
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

関西福祉大学
【選択】幼小連携カリキュラム工
夫

幼児期から学童期にかけての教科指導上の課題や生徒指
導上の課題について，幼児期の教育と小学校の教育の連
携の視点も踏まえて講義する。子どもに関する様々な発達
上の課題解決をめざしながら，教員に求められる資質・能力
の育成をめざす。

加藤　明（教育学部教授）
服部　紗代子（教育学部助教）
中道　美鶴（教育学部教授）

兵庫県赤穂市 6時間 令和3年8月17日 教諭
幼稚園・小学校

の教諭
6,500円 50人

令和3年4月16日～
令和3年6月22日

令03-
30475-
504811号

0791-46-2846　
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

関西福祉大学
【選択】体育・スポーツの危機管
理について

体育授業および課外活動（運動部活動）において発生可能
性のあるスポーツ事故による傷害等に関する基礎的理論を
学ぶ。また，事故の発生要因を対象者の状況別に分類し，
グループワークやグループディスカッションを通じて，その予
防と対処方法について検討する。なお，本講習においては，
実際のスポーツ現場で指導者等の管理者に必要とされる実
践的な知識やスキルの学習に重点を置く。

吉岡　哲（教育学部准教授）
山本　浩二（教育学部准教授）

兵庫県赤穂市 6時間 令和3年8月18日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,500円 20人
令和3年4月16日～
令和3年6月22日

令03-
30475-
504812号

0791-46-2846　
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

関西福祉大学
【選択】特別な配慮が必要な子ど
もへの指導・援助の工夫

特別な配慮が必要な子どもの特性及び保育や教育上の配
慮や指導の工夫について，講義やワークを通して学ぶ。そ
の際，特別な配慮が必要な子どもとはどのような子どもなの
か，また幼児期・児童期・思春期といったライフステージで表
出する子どもの課題・問題等についても理解を深める。

米倉　裕希子（教育学部准教授）
三木　澄代（教育学部教授）

兵庫県赤穂市 6時間 令和3年8月18日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭 6,500円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月22日

令03-
30475-
504813号

0791-46-2846　
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

関西福祉大学 【選択】子どもの心と体の健康

子どもの心と体の健康に関しての現代的な諸課題について
概観する。その上で，特別な配慮が必要な子どものニーズ
について理解を深めるとともに，基本的な対応方策につい
て講義する。特に，子どもの心の健康問題として，不適応行
動・心身症状，性の多様性（ＬＧＢＴＱ）を取り上げ，様々な事
例やワークを通して学ぶ。

三木　澄代（教育学部教授）
服部　伸一（教育学部教授）

兵庫県赤穂市 6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭 6,500円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月22日

令03-
30475-
504814号

0791-46-2846　
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

369 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

関西福祉大学

【選択】幼稚園アプローチカリキュ
ラムおよび小学校スタートカリ
キュラムの接続にかかる課題解
決

幼稚園と小学校の接続の課題解決をカリキュラム開発によ
り解決する方法について講義する。始めに，幼稚園と小学
校との接続の現状と問題点について紹介し，続いて受講生
の勤務校・園における問題点をグループワークにて交流し，
課題を明確にする。幼稚園におけるアプローチカリキュラム
開発においては，健康領域及び表現領域を対象として，指
導案の作成や指導計画案作成を通して実践のための知識・
技能の取得を図る。また，小学校では入学式をスタートとし
て，上級生や学校職員との出会いや学校施設の関わり方な
どの実践例を紹介しながら，日頃の実践に役立つ指導計画
の立案を行うことで，知識・技能の習得を図る。

小野間　正巳（教育学部教授）
小川　温子（教育学部准教授）

兵庫県赤穂市 6時間 令和3年8月19日 教諭
幼稚園・小学校

の教諭
6,500円 40人

令和3年4月16日～
令和3年6月22日

令03-
30475-
504815号

0791-46-2846　
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

関西福祉大学
【選択】幼児・児童の生活と生体
のリズム感

本講習では，①保健学的な立場から，子どもの発達にとっ
て望ましい生活リズムの形成について解説するとともに，②
子どもの感性を育み，情操を豊かにするための生活の中で
の音楽の活用方法について実践的に学びます。①について
は主に講義形式で，②は演習形式で展開します。

服部　伸一（教育学部教授）
木原　加代子（教育学部准教授）

兵庫県赤穂市 6時間 令和3年8月20日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,500円 35人

令和3年4月16日～
令和3年6月22日

令03-
30475-
504816号

0791-46-2846　
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

関西福祉大学 【選択】学校におけるヘルスケア

近年の学校における食物アレルギーの現状と課題について
講義を行う。学校におけるアナフィラキシー発症時の観察ポ
イントと，アドレナリン自己注射薬（エピペン）の取り扱いや
教員の緊急時の対応について学童型シミュレータを用いて
演習を実施する。基礎的なアセスメントからエピペンの実施
体験まで，誰でも不安なく対応の習得ができることをめざし
て授業展開する。

池永　理恵子（教育学部教授）
鈴木　みちる（教育学部助教）

兵庫県赤穂市 6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

教諭・養護教諭 6,500円 45人
令和3年4月16日～
令和3年6月22日

令03-
30475-
504817号

0791-46-2846　
(内線： 168)

https://www.kusw.ac.jp
/

関西学院大学
【選択】子どもの3つのLIFEを支え
る睡眠を中心とした生活臨床（生
活の立て直し）

夜型社会の進行による子どもの生活習慣の変化（崩眠）は、
食環境・対人関係・メディア利用などと関連し、生活全体や
心身の健康と発達に影響を与えている。本講習では、乳幼
児・小中高生対象の生活実態調査の結果と睡眠健康教育
の実践内容などをもとに、睡眠を中心とした生活の立て直し
（生活臨床）の意義とその具体的方法を、食生活のあり方と
も関連させて保健指導・生徒指導・育てるカウンセリング・特
別支援教育の視点から検討する。

小谷　正登（教職教育研究センター教授） 兵庫県西宮市 6時間 令和3年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 60人
令和3年5月1日～
令和3年5月10日

令03-
30476-
504312号

0798-54-6108　
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

関西学院大学
【選択】協同（人間関係、集団）に
着目する学習の進め方

戦後のわが国における小・中・高の教育現場では、授業を
はじめ学級経営の実践場面で、子ども同士の人間関係に着
目して、学級集団、学習集団、集団学習、小集団学習、協同
学習、バズ学習などのネーミングのもと、さまざまな学習や
活動が展開されてきた。本講義では、こうした学習の成果や
課題を概観するとともに、今日求められている協同学習の
実践の具体的な進め方等について、実践例等も紹介しなが
ら講義を進める。

南本　長穂（京都文教大学　臨床心理学部教
授）
高旗　浩志（岡山大学　教師教育開発センター
教授）

兵庫県西宮市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 40人
令和3年5月1日～
令和3年5月10日

令03-
30476-
504313号

0798-54-6108　
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

関西学院大学
【選択】障がいのある子どもの理
解と支援

特別支援教育の今日的課題について、特に、発達障がいの
子どもの指導・支援を中心に、学校現場で教育実践を行う
ために求められる支援・指導の在り方や授業の考え方に関
する最新の知識・情報の修得を目指す。
また、障害者差別解消法やインクルーシブ教育システムな
どの教育政策についても理解を深める。

菅原　伸康（教育学部教授） 兵庫県西宮市 6時間 令和3年7月26日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、特別支

援学校教諭

6,000円 40人
令和3年5月1日～
令和3年5月10日

令03-
30476-
504314号

0798-54-6108　
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

関西学院大学
【選択】幼児・児童における造形
活動

子どもにとって造形表現、図画工作、美術の体験は成長過
程に非常に重要な要素、「生きる力」を含んでいる。H29年に
公示された、各種の指針、教育要領、指導要領では子ども
の育成を目指す資質・能力が明確化された。そうしたことも
踏まえ、本講義では幼児からの造形活動の発達を解説し、
紙を主に使った実技研修を行う。

栗山　誠（教育学部教授） 兵庫県西宮市 6時間 令和3年7月28日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
7,000円 40人

令和3年5月1日～
令和3年5月10日

令03-
30476-
504315号

0798-54-6108　
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

関西学院大学
【選択】乳幼児の発達・保育と児
童期以降の教育・学習

講義の前半では、発達心理学の理論や近年の研究を学
び、保育における遊びや生活を通した乳幼児の認知発達、
社会性・道徳性発達をとらえ、保育者による一人ひとりに応
じた適切な援助のあり方について事例を交えながら学ぶ。
後半では、児童期以降の教育と学習のありかた（教授法と
学習効果など）に関して、教育・認知・発達心理学の観点か
ら考える。グループに分かれディスカッションを行う時間も設
ける。

橋本　祐子（教育学部教授）
金田　茂裕（教育学部准教授）

兵庫県西宮市 6時間 令和3年7月29日 教諭
幼稚園・小学校

教諭
6,000円 40人

令和3年5月1日～
令和3年5月10日

令03-
30476-
504316号

0798-54-6108　
(内線： 6131613)

https://www.kwansei.ac
.jp/c_teach/index.html

神戸親和女子大
学

【選択】児童生徒の確かな読書力
アップを目指す指導法

　児童生徒の読解力が改めて大きな課題となっています。こ
のような現状を踏まえ、学校現場で子どもたちの読書理解
力・表現力を高めていく指導方法についてスキルアップを行
います。具体的には、児童生徒の読書の意義について詳し
く考察し、次には読み聞かせとビブリオトークについて、講義
と演習を実施します。図書館の司書レベルを目指してスキ
ルアップしましょう。

笹倉　剛（文学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月23日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国

語）、高等学校教
諭（国語）

6,000円 10人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
30491-
503334号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】一人一人を生かす特別支
援教育の充実をめざす（小中高）

　特別な教育的ニーズのある幼児・児童・生徒・学生への
「合理的配慮」の提供が各段階で徐々に行われ定着が図ら
れようとしています。この講習では、特別な教育的ニーズの
ある子どもたちを支援する視点から、「インクルーシブ教育
システム」「新しい学習指導要領における特別支援教育」
「通常の学級におけるユニバーサルデザインの支援」につい
て、概括的な内容を紹介し、日々の教育実践につながる具
体的なスキルについても述べたいと考えています。

紅山　修（発達教育学部教授）
銀屋　伸之（発達教育学部教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月23日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年5月9日

令03-
30491-
503335号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】幼児前期の発達の姿と教
育課題　－アタッチメントが子ども
にもたらすもの－

　乳児期から幼児期の発達を育ちの連続性という視点から
捉え、子どもたちの遊びや生活を支える保育者の役割につ
いて理解を深めます。具体的には、幼児前期の発達課題で
あるアタッチメント（愛着）と基本的信頼感の基本を理解する
とともに、アタッチメントからみた子どもの発達を紹介します。
また、保育の場におけるアタッチメントとはなにか、アタッチメ
ントを支える保育者のかかわりにはどのようなものがあるの
か、さらに保育実践の工夫としてどんなことが考えられるか
を、事例や資料を通して考察していきます。

山口　香織（発達教育学部准教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月23日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 10人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
30491-
503336号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】子どもの豊かな感性を引
き出す音楽表現活動・歌唱指導

　子どもが、思ったことや感じたことを自由に声や音にして表
現するためには、保育者自身が豊かな感性を持って子ども
の表現を受け止め、認めることが大切である。世界で実践さ
れる保育における音楽表現や音楽教育法に触れ、それらを
日常の保育に取り入れる方法について考える。
また、乳児期・幼児期の音や声に関する発達を念頭におき、
長期的な見通しをもった音楽表現活動の重要性について理
解し、その活動を支えるために必要となる音楽的なスキル
(リズムが持つ特性の理解、即興演奏の基礎、無理のない
発声法等)を身につける。

高　奈奈（発達教育学部講師） 兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月23日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 10人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
30491-
503337号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

神戸親和女子大
学

【選択】就学前施設における特別
な支援が必要な子どもへのかか
わり

　特別な支援を必要とする子どもは、どのような事、どのよう
な場面で困り感を感じているのでしょう。具体的な例をあげ
て、当事者、またその子どもをとりまく人々（ともだち、保護
者）に対する支援のあり方について、講義とグループワーク
を通して学びます。

佐藤　智恵（発達教育学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月23日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 10人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
30491-
503338号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】「特別の教科　道徳」の魅
力ある授業実践へ向けて

　小中学校の道徳の時間が 「特別の教科　道徳」 に変更さ
れました。 教科となるその重みを鑑みて、心豊かな子どもを
育てる ｢道徳｣の授業実践をじっくりと学びましょう。小中高
連携の観点から、高等学校教諭も対象とします。

廣岡　義之（発達教育学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月24日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 15人

令和3年4月16日～
令和3年5月9日

令03-
30491-
503339号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】児童文化財から考える保
育・幼児教育から就学期への円
滑な移行について

　新しい「幼稚園教育要領」および「学習指導要領」において
重視されていることを整理し、子ども達の保育・幼児教育か
ら就学期への円滑な移行について考察を深めます。考察を
深めるにあたって、本講習では児童文化財を手がかりとしま
す。

高橋　一夫（発達教育学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月24日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年5月9日

令03-
30491-
503340号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】国の幼児教育政策と世界
の幼児教育の動向に学ぶ子ども
の育ちと学びの可視化にむけて：
世界の動向との対話から

　子どもを取り巻く環境・生活は今、政治・経済・文化のグ
ローバリゼーションの影響を受けますます複雑化していま
す。こうした状況下、国と世界の幼児教育の動向を理解し、
子ども一人一人の発達・学びの特性を踏まえて、子ども一
人一人のニーズ、興味や関心に応え、対話的で協働的な幼
児教育を実践するための知識・技術・姿勢を兼ね備えた保
育者が求められています。本講義では主に、１）国の幼児教
育の政策を踏まえつつ、世界の幼児教育の動向について理
解を深め２）子どもの権利を保障し、子どもの学びの可視化
のあり方について、講義とドキュメンテーションの演習を通し
て学びます。明日からの実践に繋げ、活かせるように話し合
い、考えます。

森　眞理（発達教育学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 10人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
30491-
503341号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】子どもへの言葉かけ・励
まし方・諭し方　～応用行動分析
からの一提案～

　保育者の言葉かけは、子どもへの直接的な影響力も大き
く、保育の質を左右すると言われるほど、大変重要な役割を
担っています。本講座では、心理学の立場から、「言葉か
け」について再考します。保育・教育の技法としての「言葉か
け」、コミュニケーションとしての「言葉かけ」など、いくつかの
観点から考察します。応用行動分析以外にも、心理学から
導き出されたいくつかの理論や技法を時間の許す範囲で紹
介したいと思います。

権藤　眞織（発達教育学部講師） 兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 10人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
30491-
503342号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】英語発音入門 (音素から
リズムまで)

　英語発音について専門的な指導を受けたことのない小学
校教員が、最低限必要な基礎的知識と技能を身につけ、自
信をもって発音の指導ができようになることを目的にしてい
ます。発音記号を読めるようになることで、発音への意識を
高めていきますが、発音に対する苦手意識を取り除くため
に、既習のアルファベットをベースにして理解を進めていき
ます。講習で使用する教材で、新たに覚える記号は、母音
が4つ、子音が7つの合計11個のだけです。音素の学習に加
えて、英語のリズムをチャンツやライムを使ったりしながら身
につける練習も行います。 (本講義は、授業で中高生への
発音記号の指導を考えておられる英語教員の方も受講でき
ます。）

眞崎　克彦（発達教育学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月25日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（英

語）、高等学校教
諭（英語）

6,000円 10人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
30491-
503343号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】学校経営における危機管
理

　子どもの心身を傷つける重篤な事案に対して、学校として
組織的にどのように対応するべきかについて、具体的な例
をあげて、当事者の子どもや周りの子どもたち・保護者に対
する支援の在り方について、講義とグループワークを通して
学びます。

古川　知子（発達教育学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月25日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭、高等

学校教諭
6,000円 15人

令和3年4月16日～
令和3年5月9日

令03-
30491-
503344号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/
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種
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神戸親和女子大
学

【選択】幼児期・児童期にふさわ
しい保育と授業　－保幼小接続
の視点から－

　子どもの生活に即した活動や体験を通して「自然認識・社
会認識の芽」を育てます。保育・幼児教育との連携を図りつ
つ、小学校生活への適応と子どもたちの生活環境の課題等
について把握し、その改善策を考察します。その上で、幼児
期・児童期に相応しい環境・生活科教育について実践的に
深めていきます。同時に、新しい保育所保育指針・幼稚園教
育要領・幼保連携型認定こども園教育・保育要領・小学校学
習指導要領に示された保幼小連携の現状と課題を追究し、
よりよい連携のあり方を探っていきます。

山田　希代子（発達教育学部准教授）
高橋　一夫（発達教育学部教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月25日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 10人

令和3年4月16日～
令和3年5月9日

令03-
30491-
503345号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】材料や行為から考える造
形表現指導の基礎・基本

　過程を重視する造形表現指導について考察し、造形表現
の意義や内容、子どもと造形表現についての学びを深めま
す。具体的には材料や道具、行為から造形表現の題材研
究を行い、それらを基にグループ討議をすることで受講生自
身の造形表現指導の基礎・基本について改めて考えていき
ます。

須増　啓之（発達教育学部講師） 兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月25日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 10人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
30491-
503346号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

神戸親和女子大
学

【選択】子どもを捉える視点と遊
びの姿

　様々な保育実践エピソードを中心に、遊びの中で育つ豊
かな学びについて考察します。また、子どもが夢中になって
遊ぶ環境にどの様な意味があるのかについても、グルー
プ・ディスカッションを中心に検討していきます。さらには、子
どもを捉える視点と保育の質についても探究していきます。

猪田　裕子（発達教育学部准教授） 兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月25日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 10人
令和3年4月16日～

令和3年5月9日

令03-
30491-
503347号

078-591-5015
https://www.kobe-
shinwa.ac.jp/

園田学園女子大
学

【選択】現代的な健康課題に対応
した養護教諭の実践力を高める

養護教諭の職務に関わる専門領域として、「学校保健」「性
教育」「喫煙予防教育」及び「特別支援教育」「健康相談」「情
報機器の活用や統計処理」等について取り上げ、今日的課
題について、対面的にその実践力を高めることを目的とす
る。

角田　知恵美（人間健康学部准教授）
藤澤　政美（人間健康学部教授）
堀田　博史（人間教育学部教授）
小田桐　良一（人間健康学部教授）
近藤　照敏（人間健康学部教授）
野口　佳子（人間健康学部非常勤講師）
澤田　浩（人間健康学部准教授）
磯田　宏子（人間健康学部教授）
江嵜　和子（人間健康学部教授）
山川　勝（神戸市立医療センター中央市民病院　
総合周産期センター長）

兵庫県尼崎市 18時間
令和3年8月18日～
令和3年8月20日

養護教
諭

養護教諭 18,000円 50人
令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
30495-
505377号

06-6429-9904　
(内線： 2102)

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

園田学園女子大
学

【選択】幼稚園・小学校教諭の実
践力の再構築

本講座は、幼稚園・小学校教諭としての今日的課題につい
て、多方面からその実践力を高めることを目的とする。特に
教育現場で問題とされる事例研究を通して、保護者・子ど
も・教職員とのかかわりについて考察を深める。同時に、特
別支援教育、英語教育、音楽教育、情報機器の活用、子ど
もの心理についてもその理解を深め、実践力を高める。

廣岡　正昭（人間教育学部教授）
衣笠　知子（人間教育学部教授）
中村　泰介（幼児教育学科准教授）
倉科　勇三（幼児教育学科教授）
堀田　博史（人間教育学部教授）
小田桐　良一（人間健康学部教授）
中井　豊（関西大学　非常勤講師）
高井　照隆（高井音楽事務所　代表）
野口　佳子（人間健康学部非常勤講師）
近藤　綾（人間教育学部准教授）
荊木　聡（人間教育学部准教授）

兵庫県尼崎市 18時間
令和3年8月18日～
令和3年8月20日

教諭
幼稚園・小学校

教諭
18,000円 50人

令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
30495-
505378号

06-6429-9904　
(内線： 2102)

http://www.sonoda-
u.ac.jp/
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岡山商科大学

【選択】クオリティマネジメントにお
ける統計的品質管理／COVID-
19を通してみたグローバル経済
（ビジネス情報・マネジメント〔グ
ローバル経済〕）

（クオリティマネジメントにおける統計的品質管理）
　ものづくりの中心的要素のひとつである品質管理の経緯
やPDCAと呼ばれている管理のサイクルの考え方を講義す
る。次いでPDCA、問題解決、データ分析に役立つ統計的手
法における解析や考えについて講義する。
（ＣＯＶＩＤ－１９を通してみたグローバル経済）
　COVID-19によるコロナ禍は世界全体に広がり、特に実物
経済に大きな打撃を与えた。経済のグローバル化は日常生
活の中に入り込んでいる現在、これは不思議ではない。
　本講習では貿易を軸にそのメカニズムを見ていく。

西　敏明（経営学部教授）
山下　賢二（経済学部准教授）

岡山県岡山市 6時間 令和3年8月5日 教諭
主として、商業科

教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年6月30日

令03-
30513-
503316号

086-256-6653　
(内線： 320)

https://www.osu.ac.jp

岡山商科大学
【選択】マーケティングの変遷と進
化／収益認識に関する会計基準
（マーケティング・会計）

（マーケティングの変遷と進化）
　本講習では、マーケティングの発展の歴史を振り返りなが
ら、マーケティング・マネジメントの基本概念を、事例を交え
て解説する。そして、デジタル社会を迎え、これからのマー
ケティングのあり様について講義する。
（収益認識に関する会計基準）
2018年3月に公表した企業会計基準第29号「収益認識に関
する会計基準」は、原則、2021年4月1日以後開始する事業
年度に適用する。本講習の目的は、新収益基準適用によっ
て会計処理の変化について説明することである。

三好　宏（経営学部教授）
陶　静（経営学部教授）

岡山県岡山市 6時間 令和3年8月6日 教諭
主として、商業科

教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年6月30日

令03-
30513-
503317号

086-256-6653　
(内線： 320)

https://www.osu.ac.jp

山陽学園大学
【選択】教育の場で使える心の学
び

①子どものストレス（プラスの刺激も含め）に早く気づき、早
期に介入が出来る工夫と対処法を考察する。
②養護教諭がかかわる子どもの現状と対応・支援及び校内
外との連携について考察する。
③教育の場で使える、臨床心理学、カウンセリング技法を学
ぶ（ワークショップを含む）
④教員が児童生徒の自殺予防のゲートキーパーとしての役
割を果たせるよう話を聴くことを体験する。
⑤これまでの講義を踏まえ、ディスカッションなどを通して望
ましい支援の在り方について考察する。

揚野　裕紀子（看護学研究科教授）
石橋　昭子（国際医療福祉大学　看護学部講
師）
田村　裕子（看護学部教授）
中野　麻衣子（学生相談室相談員）

岡山県岡山市 6時間 令和3年8月17日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校の教諭及び養

護教諭
6,000円 30人

令和3年5月11日～
令和3年6月11日

令03-
30521-
503437号

086-901-0503 http://www.sguc.ac.jp/

山陽学園大学
【選択】岡山カルチャーゾーンの
魅力

岡山カルチャーゾーンを歩いて巡り、各文化施設の特長や
魅力を知ると共に、カルチャーゾーンへの理解を深める。
谷一講師のガイダンスと説明、各施設の見学、各施設職員
の説明を主たる講習内容、形態とする。
地域の文化資産を知り、施設やその職員と交流をはかるこ
とで、教師の基礎教養や文化レベルを高め、具体的な指導
の場で生かせるようにする。

【文化施設は岡山県立美術館、夢二郷土美術館、林原美術
館を予定】

谷一　尚（副学長） 岡山県岡山市 6時間 令和3年10月2日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 30人
令和3年5月11日～
令和3年6月11日

令03-
30521-
503438号

086-901-0503 http://www.sguc.ac.jp/

山陽学園大学
【選択】岡山カルチャーゾーンの
魅力

岡山カルチャーゾーンを歩いて巡り、各文化施設の特長や
魅力を知ると共に、カルチャーゾーンへの理解を深める。
谷一講師のガイダンスと説明、各施設の見学、各施設職員
の説明を主たる講習内容、形態とする。
地域の文化資産を知り、施設やその職員と交流をはかるこ
とで、教師の基礎教養や文化レベルを高め、具体的な指導
の場で生かせるようにする。

【文化施設は岡山県立美術館、夢二郷土美術館、林原美術
館を予定】

谷一　尚（副学長） 岡山県岡山市 6時間 令和3年9月25日 教諭
小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円 30人
令和3年5月11日～
令和3年6月11日

令03-
30521-
503439号

086-901-0503 http://www.sguc.ac.jp/
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種
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就実大学 【選択】日本語表現の諸相

日本文学と日本語学の最新の研究成果を交えながら、国語
科教育の基盤となる日本語表現の諸相について考えます。
中世文学・近現代文学の表現とその背景にある歴史的事象
や人間存在との関係性、日本語に関わる諸現象を考察し、
教材研究力の向上を図ることを目標とします。

川崎　剛志（人文科学部 表現文化学科 教授）
松本　潤一郎（人文科学部 表現文化学科 准教
授）
岩田　美穂（人文科学部 表現文化学科 准教
授）
中﨑　崇（人文科学部 表現文化学科 准教授）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和3年8月12日 教諭
中学校･高等学校
国語科教諭向け

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
30522-
505545号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

就実大学
【選択】発信力を高める方法論と
授業実践

学習指導要領の改訂により外国語科目では、発信型の英
語能力の一層の向上が求められている。この講習において
は生徒のプレゼンテーション能力と発信型授業の準備、運
営、評価、および CLT (Communicative Language Teaching) 
を利用した授業づくりについて、受講者のワークショップを中
心に講習を行う。

ローレンス　ダンテ（人文科学部 実践英語学科 
教授）
ジェニファー　スコット（人文科学部 実践英語学
科 教授）
小山　敬一（人文科学部 実践英語学科 教授）
デイヴィッド　タウンゼンド（人文科学部 実践英
語学科 准教授）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和3年8月12日 教諭
中学校･高等学校
英語科教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
30522-
505546号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

就実大学 【選択】社会科教材の開発と実践

中学校社会科を基本として、地理・歴史・公民の分野におけ
る興味深い教材の開発と教育実践例について解説します。
内容としては、高校・大学のレベルにわたる部分もありま
す。

櫻田　美津夫（人文科学部 総合歴史学科 教
授）
渡邉　将智（人文科学部 総合歴史学科 准教
授）
鈴木　琢郎（人文科学部 総合歴史学科 准教
授）
苅米　一志（人文科学部 総合歴史学科 教授）
三田　智子（人文科学部 総合歴史学科 講師）
吉本　勇（人文科学部 総合歴史学科 教授）
松崎　博子（人文科学部 総合歴史学科 准教
授）
中塚　朋子（人文科学部 総合歴史学科 准教
授）
若見　理江（人文科学部 総合歴史学科 講師）
井上　あえか（人文科学部 総合歴史学科 教
授）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和3年8月12日 教諭
中学校社会科 高
等学校地理歴史

科教諭向け
6,000円 40人

令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
30522-
505547号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

就実大学
【選択】幼児の資質・能力を育む
ための「幼児理解」と「幼児の造
形表現」

本講座の前半では、幼児の資質・能力を育むための「幼児
理解」について考えます。具体的には、まずヨーロッパの保
育実践を紹介し、幼児教育の原点を講義から押さえます。
次に、子どもの遊び場面の映像等を用いた演習を通して、
保育実践の省察のあり方を考えます。
後半は幼児期の発達過程を踏まえ、幼児の造形活動にお
いて育てたい「資質・能力」及び「表現」の視点を再考しま
す。なお、後半には実技の内容も含みます。

蘆田　智絵（教育学部 初等教育学科 講師）
田中　修敬（教育学部 初等教育学科 講師）
藤田　知里（教育学部 初等教育学科 准教授）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和3年8月12日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
30522-
505548号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

就実大学
【選択】幼児の資質・能力を育む
ための「幼児理解」と「幼児の運
動遊び」

本講座の前半では、幼児の資質・能力を育むための「幼児
理解」について考えます。具体的には、まずヨーロッパの保
育実践を紹介し、幼児教育の原点を講義から押さえます。
次に、子どもの遊び場面の映像等を用いた演習を通して、
保育実践の省察のあり方を考えます。
後半は幼児期の運動遊びの重要性と指導法について、講
義と実技を通して再考します。健康のねらいである「進んで
運動しようとする」幼児の育成を目指します。

蘆田　智絵（教育学部 初等教育学科 講師）
田中　修敬（教育学部 初等教育学科 講師）
飯田　智行（教育学部 初等教育学科 准教授）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和3年8月12日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
30522-
505549号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/
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就実大学
【選択】ICT活用による社会科授
業・読む力を確実に身に付けさせ
る国語科授業

タブレットが使えるようになると、授業はどのように変わる
（変えられる）のでしょうか？
本講座の前半では、Google for Educationなどの授業支援
ツールの基本的な使い方を学習し、そうしたICTツールを活
用した授業の方法を、社会科の授業をベースに経験してい
ただきます。
後半では、国語科の文学的文章、説明的文章のそれぞれ
について、どのような読む力を身につけさせるのかをはっき
りと意識した授業を子ども役になって受けてもらい、その後
に、担当講師が授業づくりの基本的な意図と手順を解説し
ます。さらに、それをふまえて実際に教材を用いて授業展開
を考え、アイディアを交流してもらいます。

長田　健一（教育学部 初等教育学科 講師）
丹生　裕一（教育学部 初等教育学科 教授）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和3年8月12日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
30522-
505550号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

就実大学
【選択】新学習指導要領が求める
算数科・理科の授業づくり

本講座の前半では、具体的な実践事例を基に、新学習指導
要領が求める主体的・対話的で深い学びを実現する算数の
授業づくりについて考えます。
後半では、教師自身が理科を好きになることを第一義的目
標とし、楽しい実験やものづくりを体験してもらいます。ま
た、問題解決的な授業の流れを概観し、どのようにすれば
子どもの科学概念を再構成することができるか考えていきま
す。

楠　博文（教育学部 初等教育学科 准教授）
福井　広和（教育学部 初等教育学科 教授）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和3年8月12日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
30522-
505551号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

就実大学 【選択】行動問題の理解と支援

障害のある子供の中には、学習上、生活上の困難や問題
に付随して、行動面に問題が見られる場合がある。これらに
対し、止めたり、制限したりする対応では問題の根本的な解
決にはつながりにくい。これらの行動の意図を理解しなが
ら、支援者が働き掛けを工夫し、望ましい行動を育てるとい
う発想が求められる。
本講義では、午前は障害のある子供の示す行動問題につ
いて、基本的な捉え方を整理し、望ましい行動を育てるため
の支援の在り方を考える。午後は参加者でケース検討を行
う。

岡　綾子（教育学部 初等教育学科 准教授）
岡田　信吾（教育学部 初等教育学科 教授）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和3年8月12日 教諭
特別支援学校教

諭向け
6,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
30522-
505552号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

就実大学
【選択】子どもと教員の心身の健
康課題

学校現場における「子どもたちの健康問題」「教員のストレス
やメンタルヘルスの問題」といった心身の健康課題につい
て、健康・教育・心理の各側面から考え、理解していくことを
目指す。
①薬物乱用やドーピングなどの薬物摂取による健康被害に
ついての話題を取り上げながら、子どもたちの健康問題に
ついて考える。
②教科指導や生徒指導に携わる中で生じる教員のストレス
やメンタルヘルスの問題に触れながら、これらの問題の対
策について考える。

森　宏樹（教育学部 教育心理学科 教授）
堀田　裕司（教育学部 教育心理学科 講師）
森村　和浩（教育学部 教育心理学科 講師）

岡山県岡山市
中区

6時間 令和3年8月12日
教諭

養護教
諭

養護教諭／中学
校･高等学校保健
体育科教諭向け

6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
30522-
505553号

086-271-8221
https://www.shujitsu.ac
.jp/

広島修道大学
【選択】保護者と向き合うために
－保護者理解・保護者対応－

教員にとって、子どもとの関係だけでなく保護者との関係
は、学級経営のみならず、教員自身のメンタルヘルスにも大
きく作用する。教員の病気休職者のうち約65％は精神疾患
によるものであり、保護者とのトラブルが影響している事例
も多いのが実態である。どのようにすれば保護者との良好
な関係を構築することができるのだろうか。保護者の理解や
対応のあり方について学ぶ。

河本　肇（健康科学部教授）
蓑﨑　浩史（健康科学部准教授）

広島県広島市 6時間 令和3年8月4日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年5月16日

令03-
30533-
504123号

082-830-1127
http://www.shudo-
u.ac.jp/

広島修道大学
【選択】学習者理解を基盤とした
授業づくり

児童・生徒を理解しながらおこなう学習指導ならびに発達支
援の方法について、集団理解と個別理解の双方からアプ
ローチする事例をもとに理解を深める。

谷口　直隆（人文学部准教授）
平田　香奈子（人文学部准教授）

広島県広島市 6時間 令和3年8月3日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年5月16日

令03-
30533-
504124号

082-830-1127
http://www.shudo-
u.ac.jp/

広島修道大学
【選択】特別な教育的支援を必要
とする児童生徒への対応

発達障害を有する児童生徒や外国人児童生徒、LGBT児童
生徒等、特別な教育的支援を必要とする児童生徒への理解
を深め、具体的な支援や取り組みについて考える。

樋口　和彦（島根大学　教育学部准教授）
河村　陽子（広島県教育委員会　指導主事）
河口　和也（人文学部教授）

広島県広島市 6時間 令和3年8月2日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年5月16日

令03-
30533-
504125号

082-830-1127
http://www.shudo-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

広島文教大学
【選択】小学校コース「新学習指
導要領と小学校教育の充実」

本コースでは、新学習指導要領の趣旨に沿った、国語科及
び書写書道の指導法（1日目）、算数科及び図画工作科の
指導法（2日目）、社会科及び理科の指導法（3日目）につい
て解説し、実践演習を行う。これらの講義を通して、小学校
教員としての資質の向上を目指すことをねらいとする。

岡　利道（教育学部教授）
森　哲之（教育学部教授）
今崎　浩（教育学部教授）
佐伯　育郎（教育学部教授）
村上　典章（教育学部教授）
三田　幸司（教育学部准教授）

広島県広島市 18時間
令和3年8月17日～
令和3年8月19日

教諭 小学校教諭向け 18,000円 30人
令和3年4月22日～
令和3年5月11日

令03-
30537-
505727号

082-814-9995　
(内線： 215)

https://www.h-
bunkyo.ac.jp/

広島文教大学
【選択】中学校・高等学校　国語
科コース「国語科内容学の充実
に向けて」

本コースでは、国語科で取り扱う内容について、より深い理
解と認識を得るために、日本語の各領域から講習を行う。1
日目は、日本語学の領域から「言語文化を通して豊かな言
語生活を考える」と題して講習を行う。2日目は、日本文学の
領域から「『枕草子』を拓く」と題して講習を行う。3日目は、
漢文学の領域から「漢文の理解について」及び「日本人と漢
詩について」と題する講義を展開し、また、深い理解に裏打
ちされた内容を授業に反映させていく方法について、「古典
指導を考える」と題して講習を行う。

橋村　勝明（教育学部教授）
黒木　晶子（教育学部教授）
猪川　優子（教育学部准教授）
宮崎　洋一（人間科学部教授）
豊後　宏記（人間科学部教授）
岡　利道（教育学部教授）

広島県広島市 18時間
令和3年8月17日～
令和3年8月19日

教諭
中学校・高等学
校国語科教諭向

け
18,000円 25人

令和3年4月22日～
令和3年5月11日

令03-
30537-
505728号

082-814-9995　
(内線： 215)

https://www.h-
bunkyo.ac.jp/

広島文教大学
【選択】中学校・高等学校　英語
科コース「コミュニケーション能力
の育成を目指す」

本コースでは、中学校・高等学校において、英語による実践
的コミュニケーション能力をどう育成するかということについ
て考えていく。1日目は、主に英語を使用した授業へ向けて
の動機付け方法をどのように育成するかということについて
講習を行う。2日目は、主に語学能力の育成について講習を
行う。3日目は、主に英語によるコミュニケ－ション能力の育
成について講習を行う。

ケリー　ローズ（人間科学部講師）
ジュリア　アマリア　デイリー（人間科学部講師）
小西　弘信（教育学部教授）
上利　学（教育学部准教授）
石原　義文（教育学部教授）
笹原　豊造（教育学部教授）

広島県広島市 18時間
令和3年8月17日～
令和3年8月19日

教諭
中学校・高等学
校英語科教諭向

け
18,000円 25人

令和3年4月22日～
令和3年5月11日

令03-
30537-
505729号

082-814-9995　
(内線： 215)

https://www.h-
bunkyo.ac.jp/

東亜大学 【選択】陶芸　日本の器を知る

この講習は次の３つの内容で構成されます。①陶芸の基本
的な説明。②実技：器の制作技法体験。③講義：世界の中
の日本陶芸。実技では、お碗・コーヒーカップ・皿等をひねり
出し、紐作り、たたら作りの技法で制作します。講義では、画
像を使い日本の陶芸の特徴、世界の陶芸に影響を与えて
いる日本陶芸の魅力について説明します。

松尾　伊知郎（芸術学部アート・デザイン学科 
准教授）

山口県下関市 6時間 令和3年7月31日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校（美術）・
高等学校教諭
（美術）教諭

6,000円 15人
令和3年4月16日～
令和3年6月26日

令03-
30542-
504511号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】感動に根ざす豊かで確か
な国語科の理論と授業づくり

単元構成をダイナミックに捉え、子どもの主体的な学習活動
を作り出す授業づくりについて小学校の教材研究と図書館
利用や資料作成の仕方について学んでいきます。古きよき
ものを大切にし、新しい教材作りにも挑戦していきます。子
どもの感動を呼び起こし国語好きな教室が生まれていくこと
を目指して一緒に学んでいきたいと思います。

吉田　幸雄（人間科学部　心理臨床・子ども学
科　教授）

山口県下関市 6時間 令和3年8月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年7月16日

令03-
30542-
504512号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】PCを使用したチラシ・ポス
ターデザイン制作

Adobe Illustratorというソフトを使用してイベント等の告知チ
ラシ、ポスター制作をします。文字の使い方やレイアウトなど
デザインの基本設計から、見やすいデザイン、伝わるデザイ
ン、きれいなデザインとは何かを実習を通して習得します。
デザインの基礎であるレイアウトを学ぶことにより、チラシ・
ポスター制作における技術を理解し、講習で得た体験を学
校での授業に生かすことができるようになります。

久澤　謙二郎（芸術学部アートデザイン学科准
教授）

山口県下関市 6時間 令和3年8月24日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
(美術科)教諭

6,000円 10人
令和3年4月16日～
令和3年7月20日

令03-
30542-
504513号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】学校現場にて突然の事
故、救急車が来るまで教員が果
たす役割

学校現場にて、突然の事故に対し救急車が来るまで教員が
果たす役割は何か？本講習では、教員の役割について心
構えや基本的な応急手当て・心肺蘇生法・ＡＥＤなどの救急
救命知識とともに、学校内での事故事例をあげながら対応
する救急に関する講義と実習を組み込んだ実践的な講習を
行う。長年の消防署救急隊長（救急救命士）として多くの災
害現場で子供達やご家族と関わってきた経験や知識を基
に、判断や対応の軸となる内容を先生方とともに考えます。

中尾　龍幸（医療学部医療工学科 准教授） 山口県下関市 6時間 令和3年8月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 18人
令和3年4月16日～
令和3年7月23日

令03-
30542-
504514号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/
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種
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東亜大学
【選択】学校現場にて突然の事
故、救急車が来るまで教員が果
たす役割

学校現場にて、突然の事故に対し救急車が来るまで教員が
果たす役割は何か？本講習では、教員の役割について心
構えや基本的な応急手当て・心肺蘇生法・ＡＥＤなどの救急
救命知識とともに、学校内での事故事例をあげながら対応
する救急に関する講義と実習を組み込んだ実践的な講習を
行う。長年の消防署救急隊長（救急救命士）として多くの災
害現場で子供達やご家族と関わってきた経験や知識を基
に、判断や対応の軸となる内容を先生方とともに考えます。

中尾　龍幸（医療学部医療工学科 准教授） 山口県下関市 6時間 令和3年8月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 18人
令和3年4月16日～
令和3年7月23日

令03-
30542-
504515号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】子どもの体力についての
考え方 〜理論と実践〜

毎年行われる体力測定は同学年で評価されている。しか
し、現場では同学年の中でも生まれ月や運動習慣などで体
力レベルに違いがあることを肌で感じていると思う。本講義
では、体力に与える要因について研究成果をご紹介し、体
力向上のための運動方法の実践を行う。

安方　惇（人間科学部スポーツ健康学科講師） 山口県下関市 6時間 令和3年10月9日 教諭
小学校・中学校
（保体）・高等学
校（保体）教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～

令和3年9月4日

令03-
30542-
504516号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】授業や健康づくりに活か
す「ゆっくり走」の実際 ～理論と
指導方法～

教育現場で「速く走る」「巧みに走る」などの指導機会は比較
的多いものです。しかし、難しい技術など必要とはせず、児
童・生徒・教職員の誰でも実践が可能な「歩くような速さ」で
「ゆっくりと走る」といった指導は殆ど見受けられません。最
近の研究で（仮に運動が苦手であっても）このような無理の
少ない運動が、思った以上にエネルギー消費を増やし、脂
質代謝を促進させて健康づくりや肥満、更に脳や学力に及
ぼす影響も分かってきました。今回、この「ゆっくり走」の理
論と指導方法について講義と実技を通じて解説します。

鍵村　昌範（人間科学部スポーツ健康学科准教
授）

山口県下関市 6時間 令和3年10月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～

令和3年9月5日

令03-
30542-
504517号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】ICT教材を用いた体育授
業の効果についての実践と実証
のリンク

体育授業において，子どもたちの運動・スポーツに対するモ
チベーションを高めることは非常に重要である．本講義で
は，子どもたちの心理面に焦点を当てながら，テクノロジー
やサイエンスを用いたICT教材を体育授業に応用し，子ども
たちの運動スキルの向上への効果について実践と研究成
果の実証をリンクしながら行い，実際にどのようにICT教材・
教具を使用していくことが有効かについて参加者とともに検
討していく．

山﨑　将幸（人間科学部スポーツ健康学科准教
授）

山口県下関市 6時間 令和3年10月16日 教諭
小学校・中学校
（保体）・高等学
校（保体）教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年9月11日

令03-
30542-
504518号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】子どもの体力評価方法を
しっかり学ぼう

子どもの体力は1980年頃から2021年現在まで毎年低下して
いるのが現状である。低下の要因としては、子どもを取り巻
く環境の変化が問題であり、その中でも「時間・空間・仲間」
の減少が大きな問題だと考える。今回は子どもの体力に着
目し、運動時間を確保することができる体育授業の必要性と
新体力テストの正しい計測方法を中心に講義・実習・演習を
行う。

本山　司（人間科学部スポーツ健康学科講師） 山口県下関市 6時間 令和3年10月23日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年9月18日

令03-
30542-
504519号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】デッサンの初歩描写と自
由な描き方

デッサンの原点に戻りよく見て描く事を体験する。また自由
な絵画スタイルの習得や自己流の線や面の研究を学ぶ。初
歩的デッサンから自由な美術を楽しみながら描くことで絵画
美術教育を考える。

川野　裕一郎（芸術学部アート・デザイン学科教
授）

山口県下関市 6時間 令和3年10月23日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
(美術科)教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年9月18日

令03-
30542-
504520号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】学校生活における「エアロ
ビックエクササイズ」の活用

エアロビックエクササイズは、リズムにのって誰もが手軽に
楽しくできる運動です。脂肪燃焼の効果等により生活習慣病
の予防・改善をはじめとする健康・体力づくりのための運動
として期待されていますが、近年、気分を前向きに変える効
果も注目されています。低強度のエアロビックエクササイズ
を体育の授業や学校生活の中にどのように取り入れていく
ことができるのか、講義と実技を通して考えることをめざしま
す。

櫛田　芳美（人間科学部心理臨床・子ども学科　
教授）

山口県下関市 6時間 令和3年10月30日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年9月25日

令03-
30542-
504521号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/
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東亜大学
【選択】学校教育におけるメンタ
ルヘルス

いじめ、発達障害、不登校等の教育相談に関わる相談援助
の方法を道具を使っての作業を通して児童生徒の理解を深
めることを目的とする。社会福祉の援助技術や臨床心理テ
スト等で使用されるものをコミュニケーションツール（道具）と
してその技術や方法をグループワークやペアワークを通し
てシェアしたいと考える。

黒田　宣代（人間科学部 心理臨床・子ども学科 
准教授）

山口県下関市 6時間 令和3年11月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭（小学校、中
学校、高等学校、
特別支援学校）、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年10月23日

令03-
30542-
504522号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

東亜大学
【選択】おいしさと味覚・運動部活
動での栄養指導

子どもたちの食生活の現状と将来的な味覚に関連するリス
クと運動部活動での栄養指導について講義を行います。
また、科学的な知見に基づくおいしさと味覚に関することと
について講義を行った後、食育などの授業にも生かせるよう
味覚検査の手法を実習を行いながら学びます。

小木曽　洋介（医療学部健康栄養学科講師） 山口県下関市 6時間 令和3年11月27日 教諭
教諭（小学校、中
学校、高等学校）

6,000円 10人
令和3年4月16日～
令和3年10月23日

令03-
30542-
504523号

083-256-1111
https://www.toua-
u.ac.jp/

四国大学
【選択】３Ｄプリンタによる教材開
発

3Dプリンタによる造形は、教材制作の新たな方法となるだけ
でなく、子ども達の想像力やモノづくり意欲を喚起する有効
な手段として期待されています。
講座では、初心者を対象に簡単な3Dモデルの制作と、１人
１台の3Dプリンタを利用した印刷の体験を通して、教材開発
を行います。

奥村　英樹（生活科学部教授）
上野　昇（生活科学部准教授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 7,500円 25人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30547-
503209号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】食に関する指導の工夫と
実践

食に関する指導（食育）の実践方法について学習します。特
に味の感じ方に関する食味教育について講義と実習、実験
をとり入れて、演習形式で行います。
実習では、出しの違いや 調味によるうま味の感じ方、相乗
効果について、また、酸味と甘味による抑制効果や甘味と
塩味による対比効果など実習を通して学びます。実験では
硬さの違いや温度により味の感じ方が異なることを体験しま
す。講義では味を感じる仕組みや味の性質、味覚の機能に
ついて学びます。

髙橋　啓子（生活科学部教授）
後藤　月江（短期大学部講師）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月18日
教諭

栄養教
諭

栄養教諭、教諭
（幼・小・中・高　
家庭、食育に興
味のある教諭）

6,600円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30547-
503210号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】書くことが好きになるエピ
ソード記録

エピソード記録について、なぜ書くのか、またどのように書く
のか等のポイントを知り、書くことを楽しみながら日々の保育
につなげていくことを目的とする。

勝浦　美和（短期大学部講師） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月18日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30547-
503211号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】博物館と教育　ー教員の
ための効果的博物館利用法ー

「モノ」から得られる知識、感動は他にかえがたいものがあり
ます。教育課程において博物館の利用は近年重要視されて
います。ここでは、博物館を効果的に活用する技法を共に学
んでいきたいと思います。

須藤　茂樹（文学部教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月18日 教諭
教諭（主に小学
校。幼・中・高も

可）
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30547-
503212号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】教材化のための作図とプ
レゼンテーション

手順をわかりやすく表現したい場合や、自分の考えを整理し
て説明したい場合に、伝えたい事柄を的確に図示すること
で、内容の理解を助けることができます。Microsoft 
PowerPointで利用できる図形、画像、SmartArtなどの機能
を使った表現は、教材の作成を容易にし、様々な資料作成
に活用可能です。講座では、作図とプレゼンテーションの初
歩的な技法からその応用までを演習を通して学びます。

武市　泰彦（生活科学部准教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30547-
503213号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】消費者市民社会の形成と
消費者教育　～SDGsとエシカル
消費～

現代社会においては、消費行動を通して社会課題の解決に
主体的に参画する「シチズンシップ」を持った消費者の育成
が求められています。本講座では、自らの消費行動の影響
とつながりを認識し、知識を行動に結びつけることができる
実践的能力を育むためのアプローチの一つとして、ゲーム
やグループワークを中心にしたアクティブラーニングで対話
的な学びを実践します。

加渡　いづみ（短期大学部教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30547-
503214号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp
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対象職

種
主な受講対象者

四国大学
【選択】栄養教育の必要な子ども
達への援助と、保護者との関わり
方

成長発達の支援を食育の観点から捉え、主に学童期高学
年から思春期における摂食障害に着目して、栄養相談にお
けるカウンセリングスキルの取得を目指した内容とする。ま
た、自身のコミュニケーションの在り方を自己分析し、子ども
やその保護者とのかかわり方の向上を目指す。

板東　絹恵（生活科学部教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭（小・中）、養
護教諭、栄養教

諭
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30547-
503215号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】美術入門及び実技（木工
パズル）

国内外の有名な絵画や立体作品などの紹介を通して美術
についての基礎的な内容を学習します。また、美術の表現
における様々な表現方法や技法なども合わせて学びます。
2時間目以降には、「木工パズルをつくろう」という演習を行
います。板に絵を描いて、糸鋸でパズルのパーツを切ってい
く教材です。小学校5年生レベル程度の内容です。終了時に
は簡単な鑑賞会を開きます。

居上　真人（短期大学部教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月19日 教諭
教諭（幼・小・中
（美術）・特別支

援）
6,200円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30547-
503216号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学 【選択】古典の授業とICT

本講習では、今後の学校教育へのＩＣＴ導入を見据えた新た
な古典の授業の創出を目指す。講習の内容は主に次の2点
である。1点目は、インターネット上の情報資源（オンライン
データベース、デジタルライブラリー等）の活用実践につい
て。2点目は、インターネット上の情報資源（絵画資料等）を
応用した教材開発についてである。

田中　智子（文学部助教）
石井　悠加（文学部助教）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月19日 教諭
教諭（小・中・高　

国語）
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30547-
503217号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学

【選択】個別的な配慮を必要とす
る子供への対応（アレルギー疾
患等慢性疾患を有する子どもの
対応）

①食物アレルギーを中心にアレルギーを有する児童、生徒
の健康観察や日常生活における個別的な配慮について講
習します。
②アレルギーを有する子どもの事例についてグループ討議
を行います。
③アナフィラキシーの対応として、エピぺンの実技講習を実
施します。

金山　三惠子（看護学部准教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30547-
503218号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】発達障がいのある子ども
の理解と支援

どの学校園にも発達障がいのある子どもたちが多数在籍す
る現状において、目に見えにくい特性を十分に理解すること
は容易ではありません。この講座では、発達障がいのある
子どもたちの行動の理由について理解を深めるとともに、学
校園における支援の方法について、「合理的配慮」の視点を
加えて学んでいただけます。

前田　宏治（生活科学部教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30547-
503219号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学 【選択】幼児と環境

幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要
領、保育所保育指針解説「環境」の記載事項について、事
例を交えて確認を行う。また、子どもにとって最適な環境と
はどのようなものかについてグループワークを行い、幼児期
の教育にとって欠かすことのできない環境について、人的、
物的側面から考え、自らの保育を見つめ直す機会とする。

勝浦　美和（短期大学部講師） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月24日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30547-
503220号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

四国大学
【選択】学校教育における書道の
在り方

美しい文字の結構を感覚的に身に付けるための一例を紹
介し、実践することで能動的な書写指導を目指す。また墨を
使わない毛筆作品の制作法を紹介・実践することで書道の
あらゆる見せ方を学ぶとともに、ユニバーサルアートについ
ても触れる。視覚支援の必要な生徒でも味わうことのできる
書道作品を制作するための方法について考える。（実習を
含む）

田ノ岡　大雄（文学部講師） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月24日 教諭
教諭（幼・小・中・
高・特別支援、書

道）
6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月10日

令03-
30547-
503221号

088-665-9922
https://www.shikoku-
u.ac.jp

徳島文理大学
【選択】喫煙・飲酒から学ぶ薬物
乱用防止教育

薬物乱用の低年齢化は、的確な知識、判断力・断り方など
のしかたが分からないなど具体的にどうするかの欠如、また
自己肯定感の低下によるところが多い。そこで本講義では、
①薬物の適正使用についての基礎的知識を習得、②薬物
乱用（不適正使用）の恐ろしさとその影響の基本的知識を習
得し、さらに③薬物乱用のゲートウエイとなる飲酒・喫煙の
問題点を修得することで、④これからの薬物乱用防止啓発
のあり方について考える。

伊藤　康一（香川薬学部教授）
香川県さぬき
市

6時間 令和3年8月16日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503055号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html
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徳島文理大学
【選択】自然環境の教え方－ESD
と防災を目指して－

①「自然と人間との関わりと履歴」の具体例から、ESD(持続
可能な開発のための教育)や防災等地域課題の解決力を養
う。②地形・気候システムのメカニズムと他地域と関連づけ
た授業展開。③GIS(地理情報システム）を積極的に利・活用
できる事例紹介と教材作成体験。④歴史・公民系や他科目
にも理解でき活用できる内容。

古田　昇（文学部教授）
新見　延安（人間生活学部教授）

香川県さぬき
市

6時間 令和3年8月16日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教

諭、養護教諭向
け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503056号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学 【選択】英語学の話題から

前半では、英語と日本語の言語や文化の違いについて、認
知言語学や社会言語学の観点から、考察します。後半で
は、現代英語を理解する上で役立つ英語の歴史について概
要を扱い、小学生・中学生及び高校生等の日々の英語の指
導で少しでも応用できる内容にします。

篠田　裕（文学部教授）
井田　琇穂（文学部教授）

香川県さぬき
市

6時間 令和3年8月16日 教諭

中学校・高等学
校（英語）・小学
校・特別支援学

校の教諭

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503057号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】人権・同和教育の実践に
向けて

人権問題を巡る社会情勢や児童・生徒の実態が大きく変化
する中、学校現場で人権・同和教育の実践にあたる教員に
求められる資質・技能について、「①同和問題をはじめとす
る人権問題の現状理解と学校教育の在り方」「②様々な人
権課題」「③人権尊重の視点に立った教育活動」の３つの観
点から、必要な知識や考え方を学び、学校における人権・同
和教育の実践力を高めることを目指す。人権問題の基本的
事項を網羅的に学習する。

島田　政輝（一般総合科目准教授）
渡邊　晋二（一般総合科目准教授）

香川県さぬき
市

6時間 令和3年8月16日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503058号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】教育現場の救急医療と医
療機器

教育現場では様々な医療急変事態が起こり、適切な対応に
は病態の理解と救命救急処置の知識が求められる。まず遭
遇する事の多い食物アレルギーと熱中症他の病態と対処法
を講義する。次に救命救急処置で必要不可欠な医療機器
の管理や操作について、機器を使用・体験し、臨床工学技
士の救急医療から高度先端医療までを説明する。実際に人
体シミュレータで心肺蘇生法の実技を行い、教育現場での
AED使用及び心臓マッサージ等緊急時に生かして欲しい。

藤岡　譲（保健福祉学部教授）
工藤　哲（保健福祉学部講師）
鶴本　雅信（保健福祉学部講師）

香川県さぬき
市

6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護

教諭向け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503059号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】仏教美術（仏像）から歴史
を紐解く

6世紀に日本へ伝来した仏像は、鎌倉時代に至って最盛期
を迎えた。史実を明らかにする正攻法は文字資料に拠る
が、仏像の展開からも歴史を紐解くことができることは教科
書ではほとんど触れられていない。本講では、各時代の代
表的な仏像の作風や制作状況から当時の社会情勢を読み
解く方法を紹介する。わが国の歴史と文化に誇りを持った国
際人を育成する上でも、世界に誇り得るわが国の仏像につ
いて見識を深めることの意義は大きい。

濱田　宣（文学部教授）
香川県さぬき
市

6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護

教諭向け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503060号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】日本近代文学に表現され
た教育

日本近代文学に学校や子どもを描いた作品は数多く、学
校・教室・子どもの情況を分析し、その時代の文学が教育を
どう捉え表現化したか考察する。前半は、「メディアリテラ
シー」の概念の理解と読書論・映像論・さし絵論などを中心
に、現在の文学研究の基本を習得してもらう。後半は、教育
の表現方法を詳説し、そこに描かれる学校・教室・児童の問
題を考察し、歴史的文脈に教育はどう捉えられてきたか分
析する。文学から学ぶという教育概念から養護教諭も対象
とします。

上田　穗積（文学部教授）
中山　弘明（文学部教授）

香川県さぬき
市

6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校（国語）・小学
校・特別支援学
校の教諭、養護

教諭向け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503061号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

徳島文理大学
【選択】身近な生き物から学ぶ生
物学

生徒・児童・幼児らが生き物や生命に対して興味が湧く話題
を提供し、簡単な実験を通して生命科学を体験させる技術
を修得することを目的とします。前半は、メダカやカエルなど
身近な生き物を利用した授業の活用術や、iPS細胞・ゲノム
編集・不妊治療など生命科学の最先端について解説しま
す。後半は、入手が容易な材料や器具を使用して、授業で
直ぐに実践できる実験・観察を体験します。身近な生き物を
題材とし、「生命」の知識と理解を深める観点から理科(生
物)教諭以外も対象です。

箕田　康一（理工学部教授）
香川県さぬき
市

6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503062号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】深い学びを実現するプロ
グラミング的思考

新しい学習指導要領では、主体的・対話的で深い学びの実
現を目指しています。この中でも特に、生活のあらゆる場面
で起こりえる課題に対して論理的かつ合理的に解決策を考
える力の育成が重要になっています。プログラミング的思考
とは、この力を具現化する代表的なものであり、単にコン
ピュータ用のコードを作成する能力ではありません。本講習
では、多くの具体的なワークを体験しながらこの思考法の基
本的な理解を目指します。

小林　郁典（理工学部准教授）
香川県さぬき
市

6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教

諭、養護教諭向
け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503063号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学 【選択】生徒指導の充実

生徒指導の教育的意義ならびに生徒指導の三つの機能を
充足するための具体的・実践的な対処法について論ずる。
また、「不登校」「いじめ」や「学級崩壊」等の問題行動への
対応策についても検討を加えていく。

三橋　謙一郎（人間生活学部教授）
香川県さぬき
市

6時間 令和3年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503064号

087-899-7452
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】生徒指導に役立つ医学と
保健の知識

　今、従来の「健康」に関する疑問の声が挙がっている。ここ
では「障害」の視点からあらためて「健康」とはどのような意
味であるかを考える。さらにこの講習では、児童・生徒の多
様な健康問題（性感染症などを含む）を問題対処型から予
防的対応をする視点で捉えられるように留意する。

夛田羅　勝義（保健福祉学部教授）
森脇　智秋（保健福祉学部准教授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月2日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護

教諭向け

6,000円 50人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503065号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】マルチメディアに関する講
習

　幼稚園や学校において、ホームページ作成や各種の掲
示・案内物・ポスター、電子黒板や電子教科書などの利用を
含む教材作成、児童・生徒による学習成果物作成など、
様々な場面でのマルチメディア活用に関する需要は増加し
ている。本講習においては基本的な画像処理・映像処理の
技術について実際にコンピュータを操作しながら学ぶことを
目的とする。なお講習時間中に作成した作品により評価を
行う。

山城　新吾（人間生活学部講師）
長濱　太造（人間生活学部助教）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月4日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護

教諭向け

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503066号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】エシカル消費と徳島の食
文化の継承

　健全な身体育成を目指し健康を維持するためには、幼少
期からの食意識による自己管理能力が必要です。そこでエ
シカル消費の理念に基づいた教育方法を演習し、地元の環
境で生育した野菜や地域性、栄養的価値について学びま
す。地産野菜を利用した「夏野菜と地産豚のオイマヨ炒め」
「手まり握り」「そば米汁」を調理し、「ワラビ饅頭」をお抹茶で
頂きます。未来ある子ども達への食育指導・エシカル消費の
理解などを目的とします。

長尾　久美子（短期大学部生活科学科准教授）
松下　純子（短期大学部生活科学科教授）
坂井　真奈美（短期大学部生活科学科教授）
佐賀　啓子（短期大学部生活科学科准教授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校・高等学
校の家庭科教

諭、小学校・特別
支援学校の教

諭、養護教諭、栄
養教諭向け

6,000円 18人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503067号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学 【選択】音楽作品研究

　音楽の実践を学級、部活動の教育活動、情操教育に生か
すことを目標とする。その為にピアノ、声楽、管楽器、リコー
ダー、篠笛、指揮法などの実技レッスンを通して作品の背
景、分析を行いより深い演奏法を研究する。ボディーパー
カッションを通して、アンサンブルを学ぶ。それぞれの実技
のレッスン希望の方は、楽器、楽譜のご用意をお願いいたし
ます。

村崎　和子（音楽学部教授）
熊谷　公博（短期大学部音楽科教授）
板東　久美（音楽学部教授）
石井　恭二（短期大学部音楽科准教授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・音楽
担当教諭向け

6,000円 18人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503068号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

徳島文理大学
【選択】GISを理解・活用するー入
門と基礎演習ー

　GISは、位置情報をキーに様々な情報を結んで可視化し、
高度な分析や迅速な判断を可能にします。本講習ではGIS
初心者（パソコンの初歩操作ができる人）を対象に、演習中
心にGISの基本原理と操作法を学びます。町の探検活動の
行動ルートや写真を一枚の図に表現したり、歴史地図・環境
変化、ハザード、インフルエンザ感染エリア、マーケッティン
グなど各校種、各単元で利用できる様々なデータマップの作
成方法を紹介します。なお、GISソフトは、ESRI社のArc GIS
に加え、QGISを用います。

古田　昇（文学部教授）
小林　郁典（理工学部准教授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月10日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教

諭、養護教諭向
け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503069号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】心を元気にするレクリエー
ション支援についてｰ実践を通し
てｰ

　人間関係が希薄化していると言われている今日、心を元
気にするレクリエーション支援を通じて、コミュニケーション能
力を高めることは極めて重要である。本講座では、人と人を
つなぐホスピタリティやコミュニケーションワークの理論につ
いて具体的な支援の方法などを例を挙げながら講じ、その
理論に基づいた実技を体験することから、子どもたちの心の
元気に繋がるような教師としての実践的資質を培う。

岡山　千賀子（人間生活学部准教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月11日
教諭

養護教
諭

保育教諭、幼稚
園・小学校の教
諭、養護教諭向

け

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503070号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】ヘルシースクールを目指
す教育実践の進め方(ワーク
ショップ)

　いじめ、自殺、ストレス、生活習慣など現代の子どもの健
康課題が山積している。そこで、ヘルシースクールを目指す
ために、異なる校種や職種の教職員のそれぞれの持ち味を
活かした相互の学び合いにより、健康課題の解決方法を探
る。さらに、その具現化のために子ども達の主体的・対話的
な深い学びに留意し、健康実践力を高めるワークショップを
行う。

貴志　知惠子（人間生活学部准教授）
竹内　理恵（人間生活学部講師）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月17日
教諭

養護教
諭

養護教諭、小学
校・中学校・高等
学校・特別支援
学校の教諭向け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503071号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】自然環境の教え方ーESD
と防災を目指してー

①「自然と人間との関わりと履歴」の具体例から、ESD(持続
可能な開発のための教育)や防災等地域課題の解決力を養
う。
②地形・気候システムのメカニズムと他地域と関連づけた授
業展開。③GIS(地理情報システム）を積極的に利・活用でき
る事例紹介と教材作成体験。④歴史・公民系や他科目にも
理解でき活用できる内容。

古田　昇（文学部教授）
新見　延安（人間生活学部教授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月17日
教諭

養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教

諭、養護教諭向
け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503072号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】子どもと家庭支援につい
て－実践から考える－

　少子高齢化社会の進行とともに家族や家庭生活は多様化
し、かつめまぐるしく変容している。このような現代社会の中
で、子どもが心身共に健康でよりよく育つための子ども家庭
支援は、きわめて重要である。本講座では、「子どもと家族」
「子育てを巡る課題」「子育て支援の制度・政策」「子育て支
援のあり方」などの内容について具体的な事例を取り上げ
ながら講じ、子どものよりよい育ちに通じる家庭支援の実践
的な力を培う。

岡山　千賀子（人間生活学部准教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月18日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭向け
6,000円 30人

令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503073号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】子どもの表現を豊かにす
る保育教材

　音楽的な表現を中心に、「音や歌で遊ぶ」「作って遊ぶ」活
動をとりあげる。また、子どもの歌を題材にしたパネルシア
ターなど、イメージを拡げ表現を豊かにすることに役立つ保
育教材を制作する。

児嶋　輝美（短期大学部保育科教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月20日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭向け
6,000円 20人

令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503074号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】保育指導と気になる行動
の理解

　幼児期における保育指導のあり方について、理論的、且
つ実践的に追求する。次に、保育・教育活動において発達
障害児が見せる気になる行動を取り上げ、原因と指導法に
ついて具体的に解説する。

三橋　謙一郞（人間生活学部教授）
冨樫　敏彦（人間生活学部准教授）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月24日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校
の教諭、養護教

諭向け
6,000円 50人

令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503075号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

383 / 441 ページ
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

徳島文理大学
【選択】教育に役立つ生物・薬学
の知識・実習

　現代の生物学は、分子から理解する分子生物学や細胞生
物学・薬学の知識が重要である。本講習は、午前中は「分
子生物学の基礎と発生分化、再生医療など」「免疫とエイ
ズ」「循環器とその病気と薬」について講義を行う。午後は
「細胞を蛍光抗体法での観察」の実習を行う。理科・生物お
よび保健・養護に役立つ知識・技能を習得することを目標と
する。

葛原　隆（薬学部教授）
深田　俊幸（薬学部教授）
喜多　紗斗美（薬学部教授）
畠山　大（薬学部准教授）
原　貴史（薬学部講師）
庄司　正樹（薬学部講師）
古谷　和春（薬学部准教授）
太田　紘也（薬学部助教）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月24日
教諭

養護教
諭

小学校、中学校・
高等学校の教諭
（特に理科）、養

護教諭向け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503076号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】現場で活きる水彩画の基
礎と鑑賞方法を楽しく体験する

　①水彩用具、紙類の扱いや技法の基礎を確認します。②
簡単な線から具象的な花や抽象的な作品の応用まで発展
させます。③作品を鑑賞することにより、互いの芸術観や感
性を感じ取り、自らの良さに気づきます。④教室や職場で活
用できる「みんな芸術家」の絵遊びを体験します。

仁宇　暁子（人間生活学部准教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月24日 教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校の
教諭、中学校・高
等学校の美術科
担当・美術部担

当教諭向け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503077号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学 【選択】生徒指導の充実

　生徒指導の教育的意義ならびに生徒指導の三つの機能
を充足するための具体的・実践的な対処法について論ず
る。また、「不登校」や「いじめ」等の問題行動への対応策に
ついても検討を加えていく。

三橋　謙一郞（人間生活学部教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護
教諭、栄養教諭

向け

6,000円 50人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503078号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】小学校英語教育ＳＯＳ支
援！

　英語が苦手だから小学校教員になったのに今さら英語を
教えなければならない、という方々に対し、英検準2級レベ
ルのクラスルームイングリッシュを習得していただきます。動
画・音声・パワーポイント等の教材研究も紹介しますので、
中学校・高等学校教諭の方々の参加も歓迎です。ネイティブ
教員による英語ソング・ゲーム・アクティビティの実演も行う
観点から、英語活動がある現場の保育教諭、幼稚園教諭の
方々も対象とします。

堀口　誠信（短期大学部言語コミュニケーション
学科教授）
大岩　秀紀（短期大学部言語コミュニケーション
学科教授）
KITA　LANCE　YUKIO（短期大学部言語コミュニ
ケーション学科講師）

徳島県徳島市 6時間 令和3年8月25日 教諭

英語教育に関わ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の英語教諭、
並びに保育教

諭、幼稚園教諭
向け

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503079号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】様々な画材の活かし方と
鑑賞方法を楽しく体験する

　クレヨン、パス、鉛筆、コンテ、墨などの画材の効果的な活
かし方や紙の特質に適した表現方法を体験します。また、図
画工作や美術の時間に生かすことができる感性トレーニン
グや絵遊びを個人やグループで行い、子どもたちの内に潜
んでいる感性を引き出す方法を実践を交えて楽しく学びま
す。鑑賞では、子どもの作品や自分の作品の良さや特性を
見抜く目も養います。

仁宇　暁子（人間生活学部准教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月26日 教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校の
教諭、中学校・高
等学校の美術科
担当・美術部担

当教諭向け

6,000円 20人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503080号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

徳島文理大学
【選択】心を元気にするレクリエー
ション支援についてｰ実践を通し
てｰ

　人間関係が希薄化していると言われている今日、心を元
気にするレクリエーション支援を通じて、コミュニケーション能
力を高めることは極めて重要である。本講座では、人と人を
つなぐホスピタリティやコミュニケーションワークの理論につ
いて具体的な支援の方法などを例を挙げながら講じ、その
理論に基づいた実技を体験することから、子どもたちの心の
元気に繋がるような教師としての実践的資質を培う。

岡山　千賀子（人間生活学部准教授） 徳島県徳島市 6時間 令和3年8月27日
教諭

養護教
諭

保育教諭、幼稚
園・小学校の教
諭、養護教諭向

け

6,000円 30人
令和3年6月1日～
令和3年6月11日

令03-
30548-
503081号

088-602-8131
https://www.bunri-
u.ac.jp/index.html

九州産業大学
【選択】すべての子どもに水泳の
楽しさを～ドル平から学ぶ近代泳
法

子どもたちにとって夏水泳の授業は、カナヅチ＝泳げない子
にとっては体育嫌いを生む大きな要因となっている。その最
も大きな要因は、息継ぎの難しさにある。本講座では、通常
腕や脚の動かし方の後、最後に指導されることの多い「呼吸
法」から指導する「ドル平泳法」による初心者指導を中心に、
クロールや平泳ぎといった近代泳法への系統的指導につい
て実技を通じて学修する。体育の授業担当者、水泳の実技
指導を行う方を主な受講対象とする。

黒川　哲也（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年6月5日 教諭
小・中・高校教諭

向け
6,000円 15人

令和3年4月23日～
令和3年5月10日

令03-
30557-
504412号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

384 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
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九州産業大学
【選択】アニメーション・映像の世
界

アニメーション・映像の原理、制作方法を基礎的実習、参考
映像等を鑑賞しながら学ぶ。映像の基本であるストップモー
ションアニメーションを制作し、映像についての理解を深めて
いく。また、映像鑑賞を行い、生徒たちに何を学ばせるべき
なのか考察する。

井上　博樹（造形短期大学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年7月31日 教諭

小・中学校教諭
（美術教諭及び映
像を教材として使
用する教諭）向け

6,000円 15人
令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504413号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】子どもたちの「主体的・対
話的で深い学び」を実現する図
画工作科の時間をデザインする

この講習では、図画工作科の「鑑賞」に焦点を当て、アメリ
カ・ニューヨーク近代美術館で開発されたVTS（ビジュアル・
シンキング・ストラテジー）という「対話型鑑賞法」やアイマス
クをして作品にふれる「無視覚流鑑賞法」を用い、子どもた
ちの主体的な習得・学習・探求という学習プロセス＝から問
題発見・解決能力の向上、そして他者との協働による対話
的な学びの実現、さらに作品への興味関心から、主体的な
学びへと導く方策を参加する教員がグループワークを通じ
て、実践的に学習する。

緒方　泉（地域共創学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年7月31日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504414号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学 【選択】子どもの健康と生活習慣

時代の変化に伴い、子どもを取り巻く環境も急速に変化して
いる。そのような中、子どもの健やかな心身の発育発達に
向けては、時代の変化と課題を理解しつつ、家庭と保育・教
育現場が協働して環境を整えていく努力が不可欠である。
本講習は、幼児期から学童期における生活習慣の重要性
について、睡眠、運動、食事、家庭との連携、支援方法など
の視点を交えた内容で構成する。

田中　沙織（人間科学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年7月31日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 40人

令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504415号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】JavaScriptを使ってウェブ
ページ上で動くプログラムを作成
しよう

本講習ではJavaScript言語を使ってウェブページ上で動く簡
単なプログラムを作成します。JavaScript言語はプログラミン
グ初心者にも比較的修得しやすく、また、様々な機器（パソ
コン、タブレット、スマートフォン）で動作するプログラムを作
成できるという利点があります。本講習ではJavaScript言語
を使ったプログラムを動作させるために必要なウェブページ
の仕組みを説明した後、ウェブページ上で動作する簡単な
プログラムを作成します。対象レベルとしては「パソコン操作
に習熟しておりタッチタイピングはほぼできるがプログラミン
グはほぼ未経験」という方を想定しています。

菅野　禎盛（商学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年7月31日 教諭

小・中・高等学校
教諭(情報・商業・
技術・工業教科
及び情報教育に
関心のある教諭）

向け

6,000円 30人
令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504416号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】シルバーメタルワーク　～
銀材を用いたジュエリーの制作
～

工芸史に触れながら素材に関する基礎的知識を学ぶ。ま
た、素材の1つである純銀を使用してアクセサリーの制作を
行う。工芸作品の制作を行うことで生徒に工芸とはなにかを
学ばせる手立てとする。

筒井　知徳（造形短期大学部特任教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年7月31日 教諭

中・高等学校教
諭（美術教諭及び
工芸分野を教材
として使用する教

諭）向け

6,000円 15人
令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504417号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】体育授業における児童・
生徒の学びの実態と授業づくり
の課題

小・中・高校の体育授業における学びの実態と教師の指導
性との関係及び体育授業づくりの課題について解説する。
具体的には、ボールゲーム及び器械運動に重点を置きなが
ら、運動技能の習得を促す指導及び技能差や関心・意欲が
異なる学習者に対する指導を具体的に解説する。これを通
じて他の運動領域を取り扱う際にも適用される原則を考察
する。また、本講習は、主に体育の授業に関わる方、運動
部の部活指導をされている方を対象とする。

黒川　哲也（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年7月31日 教諭
小・中・高校教諭

向け
6,000円 30人

令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504418号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】教育現場で活かすカウン
セリング

カウンセリングで最も大切で最も難しい「傾聴」。この傾聴を
教師という立場で行うことはどういうことなのか。臨床心理士
の立場からカウンセリングにおける「傾聴」を紹介し、受講者
と一緒に演習を通して教育現場でどのように活かせるかを
考える。

三國　牧子（人間科学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月1日
教諭

養護教
諭

幼・小・中・高等
学校教諭、養護

教諭
6,000円 50人

令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504419号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/
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九州産業大学 【選択】人間形成と教育

教職に従事する者にとって人間形成の概念を明確にしてお
くことは、必要不可欠の条件です。本講習では、人間形成の
概念を明確にし、すべての段階における学校教育(幼・小・
中・高)の指導者にとって日々の教育指導にその明確な意義
を理解し、より優れた教育実践を行っていただくための一助
になればと思い開講いたしました。
講習内容は、以下のような内容を予定しています。
1.人間とは何か
2.生理的早産として生まれてきた人間
3.教育的有機体としての人間
4.成長・発達の各段階における教育のあり方
5.人間形成と教育
本講義を通じて、人間形成を目的とする教育のあり方につ
いて多面的に明らかにしていきたいと思います。

田井　康雄（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月1日 教諭
幼・小・中・高教

諭向け
6,000円 40人

令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504420号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】歌に合わせたリズム遊び
の創作と実践

”音”による表現に着目し、子どもたちの豊かな感性や表現
する力について考える。歌に合わせたリズム遊び・身体を
使ったボディパーカッションの創作・実践および簡単な打楽
器を使った表現の実践について、グループ演習を通して考
える。

植村　和彦（人間科学部講師） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月3日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 24人

令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504421号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】英語教育における4技能
統合を目指したリーディング活動

英語教育において、4技能統合を目指した英語教育の実践
に向けて、特にリーディング活動に焦点を当て、理論や実践
を通して、実際の授業に役立つヒントを教授していきます。
また、主体的なリーディング活動を紹介し、模擬授業等を通
じて、教員自身の指導力および英語力の向上につながるよ
うにしたいと考えています。講習は日本人教員が分担して行
い、主体的なリーディング活動を行うための理論的概説と具
体的な活動例について教授し、受講者の理解を深めていく
ことを目指します。

大薗　修一（語学教育研究センター准教授）
磯野　翌加（語学教育研究センター常勤講師）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月3日 教諭

中・高等学校教
諭（英語教科及び
語学教育に関心
のある教諭）向け

6,000円 30人
令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504422号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】経済学を通して世界を見
つめる

本講習では、ミクロ経済学の初歩的な知識を紹介し、それを
用いることで現実世界のどのような事象を説明できるのか、
どのように教育や他者の支援に活かせるのかについて考え
ていきます。まず、講義の前半部分において、初歩的なミク
ロ経済学のツール、特に「費用・便益」「インセンティブ」の考
え方を学びます。後半部分では、前半部分で学習した内容
を利用し、実際に日本国内で起きているNEET・引きこもりの
ような若者の問題や、他者を支援する方法、「日本人らしさ」
とは何かなどについて考えていきます。

髙橋　主光（経済学部講師） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月3日 教諭

小・中・高等学校
教諭（社会系教
科及び数学科教
育に関心のある

教諭）向け

6,000円 30人
令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504423号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学 【選択】はじめてのWebデザイン

本講習では、学校ホームページ等の作成を検討中の方を対
象に、Webの標準技術であるHTMLとCSSを用いたWebサイ
トの制作体験を行います。
ネットワークの仕組みサーバーの仕組み、また、ブラウザの
効率的な活用方法など、実際にページを作りながら総合的
に学びます。なお、本講習では、講習後の学習に配慮して、
オープンかつフリーな開発環境をご紹介します。

井上　貢一（芸術学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月3日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 20人

令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504424号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学 【選択】ものづくり教育と理科実験

近年、生徒が興味を持ち、主体的に取り組むことができ、ま
た考える力を育てることのできる体験型のものづくり教育が
教育現場に積極的に取り入れられている。そこで本講習で
は「ロボットを動かす」、「割り箸とケント紙で作る紙飛行機」、
「高分子材料に関する理科実験など」に関する講習を行う。

寺西　高広（理工学部教授）
牛見　宣博（理工学部教授）
平山　智之（生命科学部准教授）
佐野　洋一（生命科学部講師）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月3日 教諭

小・中・高等学校
教諭（理科・工

作・技術・工業・も
のづくりに関心の
ある教諭）向け

6,000円 30人
令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504425号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

九州産業大学 【選択】相談援助の技法と実際

発達上の気がかりに対する支援について、子どもへの直接
的アプローチ、保護者等に対する間接的アプローチを取り上
げ、支援を行う際の具体的方法や技術について解説する。
具体的な、臨床事例等を例に、技法を学ぶ演習も実施す
る。

堀内　ゆかり（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月21日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 30人

令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504426号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】保育・教育と絵本　～絵本
の効用～

子どもたちが好きな絵本についての理解を深め、日々の保
育・教育と絵本の関係を改めて考えます。また、子育て支援
に絵本がもつ意味について、多様な絵本に具体的に接しな
がら理解します。0歳の子どもも大人も楽しむことができ、生
活を豊かに彩る絵本の魅力、醍醐味を詳らかにし、保育・教
育の世界をひろげ、つなげていきます。

上出　惠子（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月21日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 40人

令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504427号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】学校で活かせる解決志向
ブリーフセラピー‐良循環の教育
相談

解決志向ブリーフセラピーは、良循環を重視するブリーフセ
ラピーの一種で、シンプルで安全性が高く教育相談でも活
用されています。問題の原因を取り除こうとする従来の発想
（問題・原因志向）から転換し、誰もがリソースを持つことに
着目し、本人の力を引き出して、本人が望む解決や未来の
実現に向けて（解決志向）、支援します。本講習は、ワーク
中心にリラックスして楽しんで、明日から学校で活かすヒント
を学ぶ機会を提供します。

伊藤　弥生（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月22日
教諭

養護教
諭

小・中・高等学校
教諭、養護教諭

向け
6,000円 24人

令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504428号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

九州産業大学
【選択】「18歳成人」を考える―消
費者教育と主権者教育の観点か
ら―

2015年の公職選挙法の改正により、「18歳選挙権」が実現し
た。2018年には、成人年齢を18歳に引き下げる改正民法が
成立し、2022年4月1日に施行する。「18歳成人」を念頭に置
いた教育が現在求められているなか、本講習では、「18歳成
人」に関して、消費者教育と主権者教育の観点から考える。

宗像　優（地域共創学部教授）
岡田　希世子（地域共創学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月22日 教諭
中・高等学校教

諭向け
6,000円 40人

令和3年4月23日～
令和3年5月24日

令03-
30557-
504429号

092-673-5595
https://www.kyusan-
u.ac.jp/

久留米工業大学 【選択】工業の最近の話題

機械システム工学科、交通機械工学科、建築・設備工学
科、情報ネットワーク工学科の教員が、それぞれの専門分
野の最近の話題について全般的な知識を教授し、工業教育
について更なる理解を深めることを目指す（中学・高校教員
向け）

松尾　重明（工学部機械システム工学科准教
授）
吉野　貴彦（工学部交通機械工学科准教授）
松本　豊（工学部建築・設備工学科准教授）
河野　央（工学部情報ネットワーク工学科教授）

福岡県久留米
市

6時間 令和3年6月5日 教諭
中学校教諭（技

術）、高等学校教
諭（工業・情報）

6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年5月20日

令03-
30561-
503442号

0942-22-2348
https://www.kurume-
it.ac.jp

久留米工業大学 【選択】数学に関する3つの話題

教育創造工学科数学コースの教員が，数学に関する話題を
提供し，数学教育について新たな視点を獲得することを目
指す．講習は3部構成で，1) 0から始まる数学の歴史，2) 統
計学を考える，3) 幾何学の楽しみ，を主題として，各教員が
取り組んでいる最先端の研究について分かり易く解説する．

金井　政宏（工学部教育創造工学科教授）
松浦　望（工学部教育創造工学科教授）
中嶋　康博（工学部教育創造工学科准教授）

福岡県久留米
市

6時間 令和3年6月5日 教諭
中学校教諭（数

学）、高等学校教
諭（数学）

6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年5月20日

令03-
30561-
503443号

0942-22-2348
https://www.kurume-
it.ac.jp

久留米工業大学 【選択】体育概論

近・現代の体育やスポーツは、総合的な人間形成との関連
で論じられる場合が多いが、このような背景や過程を概括す
ると共に、その基本的な構造について、プレイと自己実現、
スポーツ規範、自発性と美の三つの観点から整理する。ま
たそこから導き出される体育・スポーツの可能性や存在意
義について考える。講習に際しては、これらの問題を単なる
理念としではなく、身近で具体的な問題として捉えていきた
い。

吉谷　修（工学部共通教育科教授）
福岡県久留米
市

6時間 令和3年6月5日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（保健

体育）、高等学校
教諭（保健体育）

6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年5月20日

令03-
30561-
503444号

0942-22-2348
https://www.kurume-
it.ac.jp

久留米工業大学
【選択】技術を理解するための８
項目

技術の現場では常識とされながら、教育の場ではほとんど
教えられていない考え方や概念の中から８項目を選び、そ
れらについて技術者教育の中で教えることを検討します。そ
の８項目とは、「余裕」「フェイル・セイフ」「ノウ・ハウ」「やって
みなければ分からない」「使い古された技術」「トレード・オ
フ」「ボトルネック」「ラジアン」です。

立花　均（元久留米工業大学工学部教授）
福岡県久留米
市

6時間 令和3年6月6日 教諭

中学校教諭（数
学・理科・技術）、
高等学校教諭
（数学・理科・情

報・工業）

6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年5月20日

令03-
30561-
503445号

0942-22-2348
https://www.kurume-
it.ac.jp
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久留米工業大学 【選択】教育熱心がはらむ問題

教育者が教育熱心でなければ、子どもの能力は基本的に
は伸ばせません。しかし、教育熱心がかえって子どの能力
の伸びを決定的にとめてしまうことがあります。その点で教
育熱心は、子どもをほうっておく教育不関与よりも危険な面
をもっています。そういった教育熱心がはらむ問題につい
て、どうしてそのようなことになるのかを検討します。

立花　均（元久留米工業大学工学部教授）
福岡県久留米
市

6時間 令和3年6月19日 教諭
中学校教諭、高

等学校教諭
6,000円 50人

令和3年4月20日～
令和3年5月20日

令03-
30561-
503446号

0942-22-2348
https://www.kurume-
it.ac.jp

久留米工業大学
【選択】ユニバーサルデザインの
理科授業

理科（主に物理）教育の専門の教員が、ユニバーサルデザ
インの理科教育について体験型授業を行う。中でも、理科に
おけるICT教材(電子黒板、タブレットやデジタル顕微鏡等、
e-learning）の利用法や理科実験、アクティブ・ラーニングに
関する学修を行う。

中村　文彦（工学部教育創造工学科教授）
井野　明洋（工学部教育創造工学科教授）
野田　常雄（工学部教育創造工学科准教授）
酒見　龍裕（基幹教育センター助教）

福岡県久留米
市

6時間 令和3年10月30日 教諭
中学校教諭（理

科）、高等学校教
諭（理科）

6,000円 20人
令和3年7月20日～
令和3年8月20日

令03-
30561-
503447号

0942-22-2348
https://www.kurume-
it.ac.jp

西南学院大学
【選択】子ども虐待に対して学校
でできる予防と対応

子ども虐待は毎年、過去最大を更新しており、その被害児
は小学生以上で過半数を占める。日々子どもに接している
教員は、虐待の発見だけでなく、その予防と虐待発見時の
対応が迫られている。
　一方、教員の多くは養成課程で子ども虐待についての詳
しい内容を学ばないばかりか、最新の関係機関の動向につ
いても詳しくないと推測される。
　そのため本講習では、予防から発見、その後の関係機関
との連携について講義とグループワークを交えて総合的・実
践的に学ぶ。

安部　計彦（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年7月29日
教諭

養護教
諭

小学校、中学校
教諭、養護教諭

6,000円 15人
令和3年4月19日～

令和3年5月9日

令03-
30565-
504632号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/

西南学院大学
【選択】農山漁村にみる文化とし
ての自然環境

自然環境は、人間にとって脅威でもあり、豊かな恵みを与え
てくれる存在でもあります。本講習では、農山漁村のくらしを
事例に、単なる物理的存在としてではなく、文化としての自
然環境について、人々と環境との関係や自然観をとおして
考えていきます。教科としては、小学校生活科・社会科、中
学校社会科、高校地歴科と関係する内容となります。また、
身近な地域の学習についてのヒントとなるような材料を提供
したいと考えています。

藤永　豪（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月6日 教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社会

科）、高等学校教
諭（地理歴史科）

6,000円 15人
令和3年4月19日～

令和3年5月9日

令03-
30565-
504633号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/

西南学院大学
【選択】身近なサイエンス：身近な
生き物を観察する

学校の周辺でも見られる身近な生き物たちに焦点をあて
て、その暮らしや生き方（生態）を調べる。具体的には、室内
でノラネコの生態や調査法を学んだのち、実際に屋外（主に
西新商店街付近）にて、ノラネコの個体識別や追跡等の
フィールドワークを行う。また、班に分かれてグループワーク
を行うこともある。外を歩きまわれる靴や服装（雨天には雨
具）、帽子等が必要。なお、大雨や台風などの荒天の場合
は、別メニュー（顕微鏡による微生物の観察等）に変更する
こともある。

山根　明弘（人間科学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年7月21日 教諭
中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円 10人
令和3年4月19日～

令和3年5月9日

令03-
30565-
504634号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/

西南学院大学
【選択】特別支援教育を必要とす
る児童生徒の理解と支援

近年特別支援教育の対象となる子どもが増えていますが、
本講習では特別支援教育の対象の中でも主に発達障がい
を取り上げ、発達障がいの各種障がいの特性、行動に焦点
を当てた実態把握の方法や行動面の問題の捉え方、支援
の考え方について解説します。また、事例を取り上げながら
具体的な支援アイデアや教材等について検討します。同時
双方向型での配信は8/3、8/3～8/17は試験期間とする。

倉光　晃子（人間科学部准教授） インターネット 6時間
令和3年8月3日～
令和3年8月17日

教諭
小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円 15人
令和3年4月19日～

令和3年5月9日

令03-
30565-
504635号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/
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西南学院大学
【選択】子どもと家族を支える教
員の役割－福祉的視点からの再
考－

子どもと家族の今日的課題について福祉的視点から理解を
深め、教員としての役割を再考することを目指す。講習で
は、児童虐待、子どもの貧困、発達障害等の子ども家庭福
祉問題の現状と課題および支援の実際について、ソーシャ
ルワークの知識・技術をふまえて概説する。また、具体的な
事例をもとに、グループでの検討を行う。オンデマンド型で
の配信は7/23～8/1、8/1～8/6は試験期間とする。

山本　佳代子（人間科学部教授） 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

教諭
養護教

諭

幼稚園・小学校
教諭、養護教諭

6,000円 15人
令和3年4月19日～

令和3年5月9日

令03-
30565-
504636号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/

西南学院大学
【選択】英語音声の習得メカニズ
ムと教授法について

英語習得（主に音声）の認知メカニズムと指導法について、
理論的・実践的な側面から検討する。まず、英語母語話者
における英語の理解・習得プロセスについて概観し、私たち
第二言語学習者の場合との比較を行う。その知見をもとに、
どのような学習法をどのように指導すれば、生徒の音声習
得に効果的なのか検討する。特に、シャドーイングを取り上
げ、その効果や指導・学習の際の注意点について検討す
る。オンデマンドでの配信は8/2～8/6、8/6～8/17は試験期
間とする。

中西　弘（外国語学部教授） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月17日

教諭
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 15人
令和3年4月19日～

令和3年5月9日

令03-
30565-
504637号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/

西南学院大学
【選択】英語教育のためのユーモ
ア能力研究入門

外国語でユーモアを理解するためには「ユーモア能力」の習
得が不可欠です。本講習ではまず「ユーモア能力」とは何
か、について講義を行い、実際に英語ユーモアの代表的な
例を取り上げながら「ユーモア能力」がどのように英語の
ユーモア理解に作用しているのか解説します。後半では「英
語ユーモア能力」を英語学習者に学習させる可能性および
実施方法について、特に中高の英語教育に焦点を当てて検
討します。講習は英語で行われます。同時双方向型での配
信は7/21、7/21～7/29は試験期間とする。

リチャード　ホドソン（外国語学部准教授） インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和3年7月29日

教諭
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 15人
令和3年4月19日～

令和3年5月9日

令03-
30565-
504638号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/

西南学院大学
【選択】体育科教育における教材
づくり講座

体育科教育における教材づくりのポイントについて概説しな
がら、個別、グループでのワークを通して、受講者が実践し
ている教材の見直しを図る。後半は、参加者同士でのリフレ
クションを基に更に修正していく。7/30～8/6はオンデマンド
型で3時間、7/30および8/4はそれぞれ1時間半ずつ同時双
方向型での受講、8/6～8/17は試験期間とする。

田原　亮二（人間科学部准教授） インターネット 6時間
令和3年7月30日～
令和3年8月17日

教諭
中学校・高等学
校教諭（体育科）

6,000円 15人
令和3年4月19日～

令和3年5月9日

令03-
30565-
504639号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/

西南学院大学
【選択】学校の危機管理の方法と
課題

学校の危機管理は管理職が行うものという認識がなされて
いる。しかし，多くの場合最前線で学校の危機を防止し，ま
たその影響を最小限に抑制し，子どもたちの安全を守るの
は教員であり，このため管理職のみならず教員もまた学校
の危機管理を担う一員となる必要がある。この講習では学
校の危機管理に関する法令や概念の基礎を説明するととも
に，危機の種類や対応方法を講義し，自校の危機管理マ
ニュアルを批判的に点検する目を養うようにする。オンデマ
ンドでの受講は8/2～8/6、8/6～8/17は試験期間とする。

雪丸　武彦（人間科学部准教授） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月17日

教諭
養護教

諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭・

養護教諭

6,000円 15人
令和3年4月19日～

令和3年5月9日

令03-
30565-
504640号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/

西南学院大学
【選択】英語教育におけるクリティ
カル・シンキング養成講座

中高の英語教育において、互いに平等な立場でディスカッ
ションし、物事を多角的・多面的に吟味し見定めていく力（い
わゆる「クリティカル・シンキング」）を育成する必要性が高
まってきています。この講習では、アメリカ文学の短いテキス
トを英語教材として用いて、生徒の語学力と文化・文学への
理解を高めつつ、生徒同士の対話を促す方法の具体例を
示します。また、授業を民主的に運営し、生徒の批判的思考
力を養成する際の問題点を話し合い、ディスカッション後の
結論の引き出し方と生徒に対する評価方法を考えます。同
時双方向型での配信は8/2、8/2～8/5は試験期間とする。

藤野　功一（外国語学部教授） インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年8月5日

教諭
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 15人
令和3年4月19日～

令和3年5月9日

令03-
30565-
504641号

092-823-3614
http://www.seinan-
gu.ac.jp/
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種
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福岡工業大学
【選択】半導体デバイス入門と太
陽電池製作体験

世界中の研究者や機器メーカの技術者が「集積回路の高性
能化」に向けて基礎的な研究から応用研究までの幅広い分
野で活躍しています。環境・安全・エネルギー問題には欠か
せない半導体シリコンの発見，IC(Integrated Circuit)の発
明、産業化、超LSIの最先端製造技術などに加えて半導体
デバイスの基礎についての講義と、半導体デバイス製作実
験センター(クリーンルーム)で太陽電池製作工程を体験実
習します。

田中　秀司（工学部教授）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月6日 教諭
中学理科、技術
教諭・高校工業、

理科教諭
6,000円 25人

令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504014号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学 【選択】技術開発の舞台裏

工学分野の歴史を振り返りますと，基礎科学は学問の創出
や，社会の仕組みを変える新技術の開発に貢献してきたこ
とに気づきます．
当該講習では，これまでに産業革命と呼ばれてきた社会構
造の変化は，新技術によって励起された出来事であったこと
を紹介したいと思います．

仙波　卓弥（工学部教授）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校技術教
諭・高校工業情

報教諭
6,000円 30人

令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504015号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】カッテングプロッタと３Dプ
リンタによるモノづくり体験

本講習では，デジタルファブリケーションによるモノづくりの
基礎についての講義，3Dプリンタやレーザ加工機の動作見
学，CADデータの生成演習，プロトタイプのモノづくりを体験
します．課題は，受講生のデザインに沿ってカッティングシー
トを加工したアクリルのキーホルダーの製作です。加えて，
3Dプリンタで印刷した簡易金型を用いたレゴブロックの試作
と精度の評価，アクリル板のレーザー彫刻を追加する場合
もあります．

松原　裕之（情報工学部講師）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月6日 教諭
中学技術教諭・
高校工業情報教

諭
6,000円 16人

令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504016号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】深い学びにつながるプレ
ゼンテーション教育の方法

本講座では、基礎的・汎用的能力の一つとしてプレゼンテー
ション能力を捉え、深い学びにつながるプレゼンテーション
教育の方法について学びます。具体的には、講師が開発し
た並行反復学習法の進め方をテキストを用いて講義・実践
します。対面授業のみならず遠隔授業におけるプレゼン
テーション教育の実践例も紹介します。講座の最後にはこの
指導法を土台に受講者の教育場面に適した応用方法を創
出するために受講生同士で議論をおこない、授業の設計方
法等について理解を深める時間を設けます。

中野　美香（社会環境学部准教授）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 8,090円 30人
令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504017号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】地理情報システム（GIS)を
活用した地域学習の実践

新しい学習指導要領のもとで必履修化される高校地理「地
理総合」では、地理情報システム（GIS）の活用が重視される
ようになり、小中学校でも教育のICT化が推進されていま
す。本講習では、GIS初心者を対象に、GISの基本的な考え
方を学ぶとともに、Web-GISを中心とした地域学習における
活用方法について考えます。

上杉　昌也（社会環境学部准教授）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月6日 教諭
中学社会教諭・
高校地歴教諭

6,000円 15人
令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504018号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学 【選択】学級経営と社会学

本講習では、児童・生徒の「社会」に対する理解を促すため
の諸理論を解説しながら、どのように学級経営・学級活動に
活かすことができるのか考えていきます。人の行為の意味
を考える社会学の側面を活かして、学級経営・学級活動の
幅を広げていただけるような内容にしたいと考えています。

白坂　正太（社会環境学部助教）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月17日 教諭 全教科教諭 6,000円 30人
令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504019号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】発達障害の理解と支援へ
の活かし方

本講習では，発達障がいの子どもたちの困り感を理解し，支
援に活かしていくための講義・演習を行います。まず，発達
障がいの特徴が子どもたちのどのような行動に現れている
のかを理解します。その上で，どのような支援（環境の調整
や指導）が有効であるかを学びます。事例を用いたグルー
プワークを通じて，支援のポイントを検討し，日頃の実践に
活かすことのできる支援方法を整理します。

宮本　知加子（FD推進機構特任教員）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504020号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp
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福岡工業大学
【選択】マルチメディア技術の基
礎と応用

マルチメディアの基礎として、2進数などの話から入り、コン
ピュータ上で文字や音，画像などのデータがどのように表現
されているかを学びます。また、マルチメディアの応用とし
て、３Dコンピュータグラフィックスについて学びます。数学や
物理がコンピュータによってどのように映画やゲームに応用
されるか理解します。

山澤　一誠（情報工学部教授）
家永　貴史（情報工学部准教授）

福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月18日 教諭
中学理科数学技
術教諭・高校数
学理科情報教諭

6,000円 30人
令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504021号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】明日のICT教育を担う情
報技術とRaspberry Piによるプロ
グラミング体験

現代の最新技術の中から特に注目を集めているバーチャル
リアリティ（仮想現実）の概要と中等教育で活用できる電子
回路制御プログラム(C言語)について、内容を厳選した。講
義や実習を主な学習方法とする。

池田　誠（情報工学部准教授）
石田　智行（情報工学部准教授）

福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月18日 教諭
中学技術教諭・
高校工業情報教

諭
6,000円 15人

令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504022号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】デジタルファブリケーショ
ンによるレーザー加工の体験

 現在のICT化されたモノづくりにおいて，デジタルファブリ
ケーションが注目されています．本講習では，デジタルファブ
リケーションの基礎についての講義，3Dプリンタやレーザ加
工機などの動作見学、CADデータの生成演習，レーザ加工
によるプロトタイプの製造を体験します．課題はネームプ
レート，またはハンコづくりを予定しています．アクリル板や
ラワン板の素材をカットし，名入れや印章などを彫刻して組
み立てます．

松原　裕之（情報工学部講師）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月18日 教諭
中学技術教諭・
高校工業情報教

諭
6,000円 10人

令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504023号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学

【選択】教師に求められる職責遂
行のための心の環境づくり-先人
の教えを活用したストレスを心の
エネルギーに転換する工夫-

本講習は、新しい学習指導要領に求められる資質能力の形
成・向上と働き方改革による勤務時間短縮化の中で、「チー
ム学校」の一員としての教師に求められる職責遂行のため
の心の環境づくりについて、先人の教えを活用しながら、特
に職務遂行上のストレスを心のエネルギーに転換する工夫
に焦点をあてて、講義を進めていきます。先人の教えとして
は佐藤一斎の『言志四録』の内容を中心とし、貝原益軒の
思想や孔子の『論語』等を取り上げますが、西洋の先人の
思想やことわざにも言及します。

上寺　康司（社会環境学部教授）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504024号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】ロボットドローンで学ぶコ
ンピュータシステム-PCを使わな
いArduino,micro:bitﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

現在の情報化社会を支える基盤技術「コンピュータの動作
原理」を市販のロボット玩具やドローン玩具，およびこれに
搭載されているマイクロプロセッサを題材に実習を通して理
解します．また，修得した内容を児童生徒（目の見えない児
童生徒を含む）や他の教員にも伝えられるようなスキルを身
につけます．なお，講習を受講するに当たり，ＰＣやプログラ
ミングのスキル，計算機工学等の知識は，一切必要としま
せん．完全な初心者から受講することが可能です．ロボット
やドローンプログラミング自体は，ＰＣやタブレット等を使わ
ず，10キーのみを使ったプログラミングのため，全盲小学生
でも 15分で修得できるようになるものです．

木室　義彦（情報工学部教授）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月19日 教諭
小・中・高校・特
別支援学校教諭

6,000円 16人
令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504025号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】物語を通して考える柔軟
な心の育て方-おとぎ話を題材に
して

この講習では、「自分と違う存在」をどのように理解し、受け
入れていくかという問題について物語を通じて考えていきま
す。多様化していく社会を生きるうえで、異文化を受け入れ
ることは重要な課題となります。昔話やおとぎ話などの身近
な物語を様々な視点から読み直すことで、年齢、ジェン
ダー、育った背景、考え方などが違う人々を、差別や偏見を
持たず受容できる柔軟な心の育て方を考えます。講義に
よって物語や異文化の在り方について学び、ワークショップ
を通じて多様性を受け入れる柔軟な心の育成へ理解を深め
ていきます。

原田　寛子（社会環境学部准教授）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504026号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡工業大学
【選択】人が死なない防災を目指
して

東日本大震災における「釜石の奇跡」といわれた避難の成
功の原動力にあった防災教育の事例を皮切りに、平成29年
7月九州北部豪雨をはじめとした九州に多い風水害や火山
災害等について、座学とワークショップ（WS）をおこなう。
特に、避難する事の重要性、避難に関わる情報の取得、ハ
ザードマップの見方、地域との連携について詳細に講義し、
それぞれの学校、地域に合わせた対策をWSで議論して頂
く。

森山　聡之（社会環境学部教授）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504027号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】先人の教えを活かした道
徳教育

本講習では、教育における伝統文化の尊重の視点から、先
人の教えに内在する道徳的価値を活かした道徳教育の在り
方について、孔子の『論語』、江戸時代の儒学者佐藤一斎
の『言志四録』、貝原益軒の『養生訓』・『大和俗訓』・『慎思
録』、細井平洲の『嚶鳴館遺草』を中心に取り上げて講義を
展開し、道徳的実践力の涵養の工夫を探究する。
本講習の道徳教育は、教科「道徳」のみならず、小・中・高の
学校教育活動全体を通じて行う道徳教育を対象とする。

上寺　康司（社会環境学部教授）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504028号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡工業大学
【選択】先人の教えを活かした学
校の危機管理

本講習では、教育における伝統文化尊重の視点から、危機
に対応するための心の環境づくりについて、先人の教えに
内在する危機管理の知恵を講義し、学校における危機管理
の実践知としての活用のための工夫を探究する。
先人の教えとしては、江戸時代の儒学者、佐藤一斎の『言
志四録』、貝原益軒の『養生訓』・『大和俗訓』・『慎思録』、孔
子の『論語』を中心に取り上げる。西洋の思想にも言及す
る。

上寺　康司（社会環境学部教授）
福岡県福岡市
東区

6時間 令和3年8月20日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和3年5月6日～
令和3年5月31日

令03-
30575-
504029号

092-606-0647 http://www.fit.ac.jp

福岡大学 【選択】歴史学研究の現在

ますます複雑化していく世界を理解し、その世界のなかで日
本を理解するためには、双方の歴史や文化を知る必要があ
ります。本講座では、考古学・日本史・世界史の専門家が、
それぞれの分野の新しい研究状況を紹介し、日本と世界の
歴史・文化を知る一助とします。

梶原　良則（人文学部教授）
西谷　正浩（人文学部教授）
則松　彰文（人文学部教授）
福嶋　寛之（人文学部准教授）
桃崎　祐輔（人文学部教授）
森　丈夫（人文学部教授）
山根　直生（人文学部教授）
渡邉　裕一（人文学部講師）
古澤　義久（人文学部准教授）
山田　貴司（人文学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校社会科教
諭・高等学校地
理歴史科教諭

6,000円 40人
令和3年5月1日～
令和3年5月15日

令03-
30580-
504453号

092-871-6631　
(内線： 2521)

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

福岡大学 【選択】日本国憲法を考える

憲法とはどのような内容をもつ法なのか、何のために存在
する法なのか、法律との違いは何かといった憲法に関する
基本的な論点について解説する。これらを踏まえ、日本国
憲法のもつ普遍的な内容と特殊な内容を示す。そして、現
在の憲法改正論について検討する。

守谷　賢輔（法学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

憲法に関心のあ
る全教員

6,000円 40人
令和3年5月1日～
令和3年5月15日

令03-
30580-
504454号

092-871-6631　
(内線： 2521)

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

福岡大学
【選択】日本語日本文学研究の
現在

中学校、高等学校における「国語」のうち、上代から現代に
いたる日本語と日本文学について、各講師の専門分野か
ら、それぞれの現時点における研究の現状と問題点を国語
教育に関係が深い具体的な例を使って講義する。

山縣　浩（人文学部教授）
山田　洋嗣（人文学部教授）
林　信蔵（人文学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月19日 教諭

国語科の中学・
高校教諭及び国
語教育に関心の
ある小学校教諭

6,000円 40人
令和3年5月1日～
令和3年5月15日

令03-
30580-
504455号

092-871-6631　
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡大学
【選択】洋画を利用したリスニング
指導

英語音声の外国語映画を字幕なしで聞き取れるようになり
たいという生徒の声がある。そのような目標に一歩でも近づ
けるような英語学習方法をこの講習を通して、実践してみ
る。英単語は単独で発音されることはほとんどなく、実際の
会話では前後に存在する単語の音によって変化する。具体
的には音の同化、脱落、連結（リエゾン）などの現象を扱い、
映画のセリフの聞き取りに応用してみる。

奥田　裕司（人文学部教授）
福田　慎司（人文学部教授）
キンバー　ラリー（人文学部教授）
光冨　省吾（人文学部教授）
長　加奈子（人文学部教授）
クロス　テイム（人文学部教授）
石井　和仁（人文学部教授）
大津　敦史（人文学部教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月20日 教諭
小・中・高で英語
を教えている教

諭
6,000円 40人

令和3年5月1日～
令和3年5月15日

令03-
30580-
504456号

092-871-6631　
(内線： 2521)

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

福岡大学
【選択】英文法に表れる日本語と
英語の世界のとらえ方の違い

言語の文法には母語話者の世界のとらえ方が表れている。
この講習では、英文法を単なるルールの集合体としてとらえ
るのではなく、母語話者の世界のとらえ方が、英文法にどの
ように反映されているかという点について、日本語と英語を
比較しながら見ていく。例えば、英語の「数えられる名詞」と
「数えられない名詞」の違いはどこから来ているのか、構文
や時制には、英語母語話者の事態認知のあり方がどう関
わっているかなどを取り上げる。日本語と英語を比較しなが
ら、英文法の「なぜ」に答えていく。

長　加奈子（人文学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月6日 教諭
小・中・高で英語
を教えている教

諭
6,000円 28人

令和3年5月1日～
令和3年5月15日

令03-
30580-
504457号

092-871-6631　
(内線： 2521)

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

福岡大学
【選択】ヨーロッパの言語・文化を
通して教育を考える

本講習は、ヨーロッパの言語・文化を素材として教育につい
て考えることを目的とする。言語学（特にドイツ語学やフラン
ス語学）の基本的な概念を解説するとともに、ドイツ語やフラ
ンス語の特質について述べ、生徒に外国語と日本語の双方
への洞察を深めさせる方策について検討する。また、ドイツ
語圏・フランス語圏の文学・文化を素材に、異文化理解とと
もに自文化の再認識を促すような教育のあり方について考
察する。

片岡　宜行（人文学部准教授）
堺　雅志（人文学部教授）
遠藤　文彦（人文学部教授）
川島　浩一郎（人文学部教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月24日 教諭

中学校・高等学
校の国語科・外
国語科・社会科
（地理歴史科・公
民科）などの教諭

6,000円 40人
令和3年5月1日～
令和3年5月15日

令03-
30580-
504458号

092-871-6631　
(内線： 2521)

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

福岡大学 【選択】手を動かす数学

数学の面白さにも色々あるが、難しい計算が出来たり、綺
麗な作図が出来たときに何らかの面白さを感じる人は多い
のではないだろうか。この講習では、背景にある理論の扱い
は軽めにし、代数学や幾何学の分野から、予備知識をほぼ
仮定せずに、実際に手を動かして数学の面白さを実感出来
るような教材を紹介することを目的とする。中学や高校での
数学の勉強は息苦しくなりがちであるが、数学は面白いから
勉強するもの、という大前提は持ち続けて欲しいと思う。

佐藤　拓（理学部准教授）
佐野　友二（理学部教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月6日 教諭
中学校・高等学
校の数学科教諭

6,000円 40人
令和3年5月1日～
令和3年5月15日

令03-
30580-
504459号

092-871-6631　
(内線： 2521)

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

福岡大学
【選択】生徒に伝えたい物理科学
研究

先生方が理科や物理の授業や実験で実施できる物理教育
に関する研究手法や、探究活動で活用できる実験の開発な
どの紹介を行う。また、授業の中で生徒に提供できる物理
学研究として、物理教育、形象、鉱物、宇宙物理学の研究
の説明や実験を予定している。なお、本講習の内容に即し
た試験を実施する。

林　壮一（理学部准教授）
小隈　龍一郎（理学部助教）
藤　昇一（理学部助教）
中村　航（理学部助教）
端山　和大（理学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月20日 教諭

中学・高校の理
科教諭、および理
科に強い関心の
ある小学校教諭

6,000円 20人
令和3年5月1日～
令和3年5月15日

令03-
30580-
504460号

092-871-6631　
(内線： 2521)

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

福岡大学
【選択】準備が容易で生徒の印象
に残る化学実験

授業時数の関係やコロナウイルス対応で、実験授業が行い
にくいのが現状ではないだろうか。本講座では、簡単に準備
でき、生徒の印象に残る中高化学分野の生徒実験・演示実
験を全員で数多く体験する。配布資料はそのまま中学・高校
の授業で使える。
また講義では、金属とその酸化物をテーマに、「なぜそうな
るのか？」という生徒からの疑問に、暗記ではなく筋道立て
て答える手がかりを提供するとともに、新学習指導要領の
「熱化学（エンタルピー表記）」の授業例も扱う。

松岡　雅忠（理学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月6日 教諭

中学校・高等学
校の理科教諭、
小学校の理科専

科教諭

6,000円 15人
令和3年5月1日～
令和3年5月15日

令03-
30580-
504461号

092-871-6631　
(内線： 2521)

https://www.fukuoka-
u.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福岡大学
【選択】学校におけるメンタルヘ
ルスと危機管理

児童生徒の薬物乱用・依存、自傷行為・自殺、虐待等の健
康課題が深刻化しており、危機管理が求められている。メン
タルヘルスの最前線で治療や研究に取り組まれている精神
科の医師より、メンタルヘルスの知識とその対応を教授す
る。また、小児看護学の立場から、児童虐待コーディネー
ターとしての実践経験を基に、虐待の早期発見のためのア
セスメントについて教授し、学校保健の立場から、学校にお
ける危機管理のあり方について参加者と話し合う。

衞藤　暢明（医学部講師）
松本　祐佳里（医学部講師）
小栁　康子（医学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月24日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和3年5月1日～
令和3年5月15日

令03-
30580-
504462号

092-871-6631　
(内線： 2521)

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

福岡大学
【選択】保健体育教員なら知って
おきたいバレーボールとレクリ
エーションの指導法

バレーボール指導のあり方では、楽しく行うための工夫
（ルール、用具など）や安全に対する指導方法を教授する。
基本的な技術（アンダーハンドサーブなど）の技術習得とと
もに指導方法を理解する。また、ゲームの中で三段攻撃を
多く発揮できる指導方法と、その攻撃をディフェンスする指
導方法を紹介しながら実技を行う。
レクリエーションの指導については、生徒の主体性を育む
様々なレクリエーションの手法と技能を教習する。

米沢　利広（スポーツ科学部教授）
築山　泰典（スポーツ科学部教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月17日 教諭
中学・高等学校
保健体育教諭

6,000円 40人
令和3年5月1日～
令和3年5月15日

令03-
30580-
504463号

092-871-6631　
(内線： 2521)

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

福岡大学
【選択】保健体育教員なら知って
おきたい柔道とダンスの指導法

柔道指導の在り方では、旧および新学習指導要領（保健体
育）の中学校で必修となっている柔道の授業づくりについ
て、現場で活用できる指導法を実技を交えて教授する。
ダンスでは中学校における現行の学習指導要領をもとに
「創作ダンス」「フォークダンス」「現代的なリズムのダンス」を
取り扱うが、中高連携の観点から高等学校保健体育教諭に
ついても対象としている。

坂本　道人（スポーツ科学部准教授）
柿本　真弓（スポーツ科学部教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月18日 教諭
中学・高等学校
保健体育教諭

6,000円 40人
令和3年5月1日～
令和3年5月15日

令03-
30580-
504464号

092-871-6631　
(内線： 2521)

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

福岡大学
【選択】保健体育教員なら知って
おきたい体育理論の指導法

新学習指導要領における保健および体育理論の変更点を
概説し、歴史的視点を用いた体育理論の授業づくり、学校
現場や保健体育の授業で活用できるICTの紹介やスポーツ
コミュニケーション（観る力、聴く力）の役割、スポーツにおけ
る頭部外傷の実態・応急処置・予防法について教授する。

柿山　哲治（スポーツ科学部教授）
今村　律子（スポーツ科学部准教授）
重森　裕（スポーツ科学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月19日 教諭
中学・高等学校
保健体育教諭

6,000円 40人
令和3年5月1日～
令和3年5月15日

令03-
30580-
504465号

092-871-6631　
(内線： 2521)

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

九州看護福祉大
学

【選択】子どもたちの成長・発達
への多角的アプローチ

最近の教育現場で、診断はされていないが気になる子ども
たち及び発達障害児に対する、適切な対応や指導の問題で
悩んでいる教員が増加している。本講習では、標準的発育
を理解することにより、関連する要因を知り、教育者として子
ども及び家族へどのような支援ができるかを具体的に考え
る。また、医療的介入によって子どもたちの社会適応などに
ついて、さらに非医療的介入などの必要な子どもに対しての
連携を紹介する。さらに、気になる子どもたちの行動特徴を
理解し、その子どもに合わせた適応及び指導方法を考え
る。特に、事例を通してより具体的な支援を考える。

二宮　球美（看護福祉学部 看護学科 准教授）
李　玄玉（看護福祉学部 社会福祉学科 准教
授）

熊本県玉名市 6時間 令和3年8月18日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護

教諭

6,000円 70人
令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
30589-
503622号

0968-75-1851
http://www.kyushu-
ns.ac.jp/

九州看護福祉大
学

【選択】国際理解教育と異文化理
解教育

グローバル教育、平和教育、異文化理解教育など多様化し
てきた国際理解教育の現況を受講者と共に整理確認し、中
国人の視点からみた、日本及び中国の国際理解・異文化理
解教育の比較を通して、国際人としての在り方について考え
る。また、国際協力について我が国では、政府援助や民間
支援などが盛んに取り組まれている。ミャンマーの農村地域
における学校建設を通して、特徴ある開発援助を行ってい
るNPOとそこで実施している学生実習を例に、支援のあり方
や国際理解・異文化理解の教育方法について考える。

淀川　尚子（看護福祉学部 口腔保健学科 准教
授）
髙　継芬（基礎・教養教育研究センター 専任講
師）

熊本県玉名市 6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護

教諭

6,000円 60人
令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
30589-
503623号

0968-75-1851
http://www.kyushu-
ns.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

九州看護福祉大
学

【選択】肢体不自由児の学びを保
障するために～リハビリテーショ
ン・看護の視点から～

肢体不自由児の定義と法律について学び、日常生活での
健康の保持増進と、学習を継続的に行うために学校で教員
ができること、家族と共に行うことをリハビリテーション及び
看護の視点から紹介する。特に神経系や整形の疾患が原
因となり、日常生活に多くの問題が生じることになった場
合、その解決策のひとつとなる肢体不自由児のリハビリテー
ションについて考え、肢体不自由児の学びの保障につなげ
る。

二宮　球美（看護福祉学部 看護学科 准教授）
吉田　勇一（看護福祉学部 リハビリテーション
学科 専任講師）

熊本県玉名市 6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護

教諭

6,000円 70人
令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
30589-
503624号

0968-75-1851
http://www.kyushu-
ns.ac.jp/

九州看護福祉大
学

【選択】学校における福祉的視点

昨今の子どもを取り巻く現状を概観するならば、貧困、児童
虐待、孤食、不登校など、子どもの日常生活には、解決す
べきさまざまな課題が存在する。本講習では、虐待や貧困
などの課題を抱えた子どもに対する法制度及びサービスの
基本的な知識を紹介する。また、子どもがもつ本来の権利
を、著しく侵害されている子どもに対する社会的養護の役割
の理解に加え、国が進める地域あるいは家庭における社会
的養護の意義と実際を理解する。

橋本　眞奈美（看護福祉学部 社会福祉学科 准
教授）
隈　直子（看護福祉学部 社会福祉学科 助教）

熊本県玉名市 6時間 令和3年8月25日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護

教諭

6,000円 80人
令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
30589-
503625号

0968-75-1851
http://www.kyushu-
ns.ac.jp/

九州看護福祉大
学

【選択】がんと命の教育

がん治療に放射線は利用されるという面をもつ一方、放射
線は健康へ及ぼす影響についての懸念がある。放射線の
がん治療への貢献と身体への影響の二つの側面を知り、命
への影響をみつめる機会としたい。また、20世紀後半からの
医療技術の進歩はめざましく、先端医療の開発は人工的に
延命した後に死を迎える人を招き出し、生と死の選択をめぐ
る倫理的・法的問題が出現してきた。そこで、尊厳死および
安楽死を理解し、いのちについて考える。

川本　起久子（看護福祉学部 看護学科 准教
授）
島村　美香（看護福祉学部 看護学科 助教）

熊本県玉名市 6時間 令和3年9月4日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭、養護

教諭

6,000円 80人
令和3年4月19日～
令和3年5月28日

令03-
30589-
503626号

0968-75-1851
http://www.kyushu-
ns.ac.jp/

九州ルーテル学
院大学

【選択】こころの問題へのアプ
ローチ～幼児・児童・生徒への支
援と教師のメンタルヘルス～

本講習では、幼児期から青年期までのこころの発達をとらえ
直しながら、特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒への
支援や、教師のメンタルヘルスなど、学校を取り巻く様々な
こころの問題に対し、多様な視点からのアプローチを考える
機会とします。なお、本講習は3日間連続受講が必要です。

有村　達之（人文学部心理臨床学科教授）
古賀　香代子（人文学部心理臨床学科教授）
西　章男（人文学部心理臨床学科准教授）
増本　利信（人文学部心理臨床学科准教授）
久﨑　孝浩（人文学部心理臨床学科准教授）
岡田　洋一（鹿児島国際大学　福祉社会学部社
会福祉学科教授）

熊本県熊本市 18時間
令和3年8月17日～
令和3年8月19日

教諭
養護教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校教諭、養護教

諭

18,000円 160人
令和3年4月19日～
令和3年5月31日

令03-
30590-
504763号

096-343-1600 http://www.klc.ac.jp/

九州ルーテル学
院大学

【選択】幼児から児童へ、その学
びと指導

各学校・園の現場における様々な教育課題を踏まえ、特
に、子どもの学びの連続性の観点から、就学前教育から初
等義務教育への、より円滑な接続を目指した指導と連携の
在り方を考える機会とします。なお、本講習は３日間連続受
講が必要です。

犬童　昭久（人文学部人文学科准教授）
水町　愛（人文学部人文学科講師）
永野　典詞（人文学部人文学科教授）
香﨑　智郁代（人文学部人文学科准教授）
河田　将一（人文学部心理臨床学科教授）
坂本　昌弥（人文学部人文学科准教授）
金戸　清高（人文学部人文学科教授）

熊本県熊本市 18時間
令和3年8月18日～
令和3年8月20日

教諭
幼稚園教諭、小
学校低学年担当

教諭
18,000円 80人

令和3年4月19日～
令和3年5月31日

令03-
30590-
504764号

096-343-1600 http://www.klc.ac.jp/

熊本学園大学
【選択】現代ビジネスの風を読む
－マーケティング・物流・保険・商
法の最新事情－

本講習は「現代ビジネスの風を読む」というテーマで、商学
のマーケティング・物流・保険・商法といった幅広い領域にお
ける理論や実践における最新事情を解説します。よりビジネ
スに近い学問としての商学の特性を活かしながら、企業や
社会が直面する課題について各分野の研究者が講義しま
す。

林　裕（商学部教授）
城戸　善和（商学部教授）
吉川　勝広（商学部教授）
伊津野　範博（商学部教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月20日 教諭
高等学校の商業

科教諭
6,000円 20人

令和3年5月17日～
令和3年6月4日

令03-
30591-
503510号

096-364-5161　
(内線： 1161)

http://www.kumagaku.a
c.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

熊本学園大学 【選択】英語科教育の実際

英語指導の実践において有効と思える知識と考え方を、幅
広い見地から学ぶ。 以下の内容で構成される。
1. Communication between team teachers: Making time for 
success 
2. グローバル人材の育成と英語教育 
3. 英米文化を背景とした英語教育
4. 教科書語彙の問題点を考える

米岡　ジュリ（外国語学部教授）
佐藤　勇治（外国語学部教授）
向井　久美子（外国語学部教授）
坂田　直樹（久留米大学　外国語教育研究所准
教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校・高等学
校の英語科教諭

6,000円 30人
令和3年5月17日～

令和3年6月4日

令03-
30591-
503511号

096-364-5161　
(内線： 1161)

http://www.kumagaku.a
c.jp

熊本学園大学
【選択】少年期におけるスポーツ
育成環境について－学校運動部
と地域スポーツ－

本講習は少年期におけるスポーツ育成環境のあり方につい
て考えていくことを主たる目的とします。特に学校における
運動部活動の運営、あり方や地域における少年期のスポー
ツ育成環境に注目し、スポーツ指導に関わる教員としての
役割や課題について考察していきます。

立木　宏樹（社会福祉学部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和3年8月19日 教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 25人

令和3年5月17日～
令和3年6月4日

令03-
30591-
503512号

096-364-5161　
(内線： 1161)

http://www.kumagaku.a
c.jp

熊本学園大学 【選択】もう一度学ぶ造形の基礎

この講習では、紙と鉛筆を使って絵を描いてみます。絵は
ちょっと？という人のための講習です。生活の中で美しいも
のにふれたとき、それをどう表現するかということを、6時間
のなかで絵を描きながら学んでゆきたいと思います。

伊東　浩一（社会福祉学部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和3年8月23日 教諭
幼稚園教諭・保
育教諭・特別支

援学校教諭
6,000円 24人

令和3年5月17日～
令和3年6月4日

令03-
30591-
503513号

096-364-5161　
(内線： 1161)

http://www.kumagaku.a
c.jp

熊本学園大学 【選択】もう一度学ぶ造形の基礎

この講習では、紙と鉛筆を使って絵を描いてみます。絵は
ちょっと？という人のための講習です。生活の中で美しいも
のにふれたとき、それをどう表現するかということを、6時間
のなかで絵を描きながら学んでゆきたいと思います。

伊東　浩一（社会福祉学部教授） 熊本県熊本市 6時間 令和3年8月26日 教諭
幼稚園教諭・保
育教諭・特別支

援学校教諭
6,000円 24人

令和3年5月17日～
令和3年6月4日

令03-
30591-
503514号

096-364-5161　
(内線： 1161)

http://www.kumagaku.a
c.jp

熊本学園大学 【選択】音を作って楽しむ

本格的な楽器（カホン）の制作を通して楽器の構造を理解
し、演奏や合奏を通して日頃の授業にフィードバックできる
方法を考える。本講習は、音楽や造形、生活科など多領域
に渡った講習内容である。
１．カホン制作
２．カホンの歴史を知る。簡単な演奏方法
３．カホンを使用した非言語的コミュニケーション（ドラム・
サークル）

吉津　晶子（社会福祉学部准教授） 熊本県熊本市 6時間 令和3年8月27日 教諭

幼稚園教諭・保
育教諭・小学校
教諭・特別支援

学校教諭

13,000円 20人
令和3年5月17日～

令和3年6月4日

令03-
30591-
503515号

096-364-5161　
(内線： 1161)

http://www.kumagaku.a
c.jp

熊本学園大学
【選択】ピアノ・子どものうたの伴
奏法（伴奏の基本を学ぶ）

保育現場での子どものうたの伴奏は、伴奏をする事に集中
するのではなく題名に応じた音の気持ちを感じ、音の仕組み
を学んで、子どもの発達に応じた伴奏をすることが大切で
す。本講習では、楽譜通りに伴奏する事だけでなく、コードを
学び、簡易伴奏や曲に合わせた伴奏型にして余裕をもって
歌の伴奏をし、子ども達と共に歌を楽しみながら伴奏できる
ことを目指します。

大津山　姿子（社会福祉学部特任講師） 熊本県熊本市 6時間 令和3年8月30日 教諭

幼稚園教諭・保
育教諭・小学校
教諭・特別支援

学校教諭

6,000円 18人
令和3年5月17日～

令和3年6月4日

令03-
30591-
503516号

096-364-5161　
(内線： 1161)

http://www.kumagaku.a
c.jp

平成音楽大学
【選択】遊びから学ぶ豊かな幼児
期の育ち～そして小学校へ～

幼児期の教育は、人間形成の基盤づくりであり、そこでの育
ちはその後の小学校以降の教育に大きく影響します。しかし
ながら、幅広く多様な課題を抱える幼児教育は、厳しい環境
にあるのも確かです。そこで、幼児教育の基本である「遊
び」を通して再度その重要性を見直しながら、小学校へつな
ぐための幼児教育の在り方を探っていきます。保育現場の
悩みや課題を持ち寄り課題に応える援助を学び合います。

亀井　裕子（こども学科長・教授）
熊本県上益城
郡御船町

6時間 令和3年8月17日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、幼稚
園教諭免許を所
持する保育士

6,000円 60人
令和3年4月19日～
令和3年6月30日

令03-
30595-
504374号

096-282-0506
http://www.heisei-
music.ac.jp

平成音楽大学
【選択】発達障がい児の理解・音
楽教育に役立てる音楽療法の技
法

指導していく中で、特別な配慮や支援を要する幼児・児童・
生徒に出会います。教師がその幼児・児童・生徒の障がい
をよく理解し、うまく対応、支援できることは教育や指導の質
の向上、学級経営に関わってきます。また障がいを持たなく
とも学習能力、集中力、持続力にばらつきがあるためクラス
全体の活動が困難という場合に、音楽療法の技法を基に教
師が新しい取り組み方を提案できるよう、音楽療法的視点
から考えてみたいと思います。

村橋　和子（音楽学部准教授）
熊本県上益城
郡御船町

6時間 令和3年8月18日
教諭

養護教
諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校音
楽科教諭、養護

教諭

6,000円 40人
令和3年4月19日～
令和3年6月30日

令03-
30595-
504375号

096-282-0506
http://www.heisei-
music.ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

平成音楽大学
【選択】これからの音楽教育の在
り方

学習指導要領では、育成すべき資質・能力が示され、指導
方法のさらなる見直しが求められています。音楽科がすす
めてきた「音楽の美しさやよさを感じ取る力」「自分の思いや
考えを伝える力」「共に学ぶ態度」の育成を目指した授業づ
くりをどう深め、高めていくのかが問われています。表現及
び鑑賞の授業実践をもとにこれからの授業の在り方を考え
ていきます。

岩山　惠美子（学部長・教授）
熊本県上益城
郡御船町

6時間 令和3年8月19日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

音楽科教諭
6,000円 25人

令和3年4月19日～
令和3年6月30日

令03-
30595-
504376号

096-282-0506
http://www.heisei-
music.ac.jp

宮崎産業経営大
学

【選択】深い対話をベースとした
アクティブラーニング（基礎編）

現在、学校教育の現場で生徒が主体的に課題解決を図る
アクティブラーニングの手法が注目されている。今回改訂さ
れた学習指導要領では、これまでの詰め込み型の教育では
なく、深い対話をベースとしたアクティブラーニング中心の教
育手法に大きく変化する。それに合わせて、教員の役割は、
インストラクターからファシリテーターへと移行すると考えら
れる。そこで本講習基礎編では、アクティブラーニングの手
法として、フューチャーセッション形式の対話型授業の方法
を講義する。なお、本講習は基本編と応用編と続けて受講
することを推奨する。

中本　幹生（法学部教授）
出山　実（経営学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年8月16日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～
令和3年7月15日

令03-
30602-
504359号

0985-52-3202　
(内線： 519)

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

宮崎産業経営大
学

【選択】深い対話をベースとした
アクティブラーニング（応用編）

本講習応用編はシナリオプランニングの手法を講義する。シ
ナリオプランニングは、多様な関係者の対話から、ある課題
に関する現状を把握・分析し、時間軸や複雑な関係性を読
み解きながら複数の未来シナリオを描いていくものである。
未来シナリオは、利害関係者の認識を変えて、新しい関係
性と協調的な行動を生み出す力を持つ。応用編では、シナ
リオプランニングを通じて生徒の総合的な力を引き出す講義
を行うための企画・運営方法、対話プロセス、学習効果の測
定方法などを説明する。本講習の受講は基礎編に参加した
方に限る。

中本　幹生（法学部教授）
出山　実（経営学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年8月17日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～
令和3年7月15日

令03-
30602-
504360号

0985-52-3202　
(内線： 519)

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

宮崎産業経営大
学

【選択】道の駅の地域活性化にお
ける効果　～観光戦略と収支計
画の観点から～

観光による地域経済活性化の大きな目的は海外も含めた
他の地域から人を呼ぶことです。その中で、「道の駅」を地
域活性化戦略の一つのツールとして用いている地域が数多
くあります。そこで本講習では、日本全国の道の駅の観光に
おける役割や実際の事例から、宮崎の今後の観光戦略の
ための道の駅の活用方策を受講者の皆さんと一緒に考えま
す。

墨　昌芳（経営学部准教授）
大内　健太郎（経営学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年8月17日 教諭
高等学校（商業）

教諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年7月15日

令03-
30602-
504361号

0985-52-3202　
(内線： 519)

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

宮崎産業経営大
学

【選択】サステナビリティ（SDGｓ）
を学ぶためのアクティブラーニン
グ論

現在、学校教育においてSDGｓ／ESDの取り組みが盛んと
なっていている。SDGｓ／ESDの問題群は、複雑であり、答
えがない特徴を持ち、アクティブラーニングにも適した課題
であるといえる。また、サステナビリティに関する知識・知恵
は、生徒たちにとってこれからの時代を生きていく新しい教
養になると考えられる。そこで本講座は、サステナビリティ問
題に焦点を当てたアクティブラーニングの方法を学び合うこ
とを目的とする。

森田　英二（経営学部准教授）
出山　実（経営学部准教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年8月18日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 20人
令和3年4月20日～
令和3年7月15日

令03-
30602-
504362号

0985-52-3202　
(内線： 519)

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

宮崎産業経営大
学

【選択】SNSについて知っておくべ
きこと

今日では情報教育に於いて、単に情報機器の操作や仕組
みを理解するだけでは十分ではなく、社会生活と密接に関
わるSNSの理解は欠かせません。
そこでFacebook、Twitter や LINE 等の代表的なSNSを利用
者と提供企業の両面から考えます。なぜSNSは無料で利用
できるのか、また情報インフラとしてのSNSについて利用者
は何を知っておくべきか、メディアリテラシーの観点からSNS
を考えます。

白石　敬晶（経営学部教授） 宮崎県宮崎市 6時間 令和3年8月19日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 20人

令和3年4月20日～
令和3年5月19日

令03-
30602-
504363号

0985-52-3202　
(内線： 519)

http://www.miyasankei
-u.ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宮崎産業経営大
学

【選択】思わず買わせる仕掛けづ
くり　～儲けるマーケティング戦略
の極意～

本講座は、お客様を思わず買わせてしまう仕掛け方（マーケ
ティング）について、具体的な最新事例を元に、その理論と
実践ついて基礎から学べます。マーケティング戦略は社会・
経済環境の変化に対し、繊細な対応が求められます。特
に、コロナ禍において、私たち生活者の消費行動はいかに
変化したのか、それはマーケティング戦略にいかなる革新を
誘発したのかについて受講生のみさなんと考えたいと思い
ます。

日高　光宜（経営学部教授）
武次　玄三（経営学部教授）

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年8月20日 教諭
高等学校（商業）

教諭
6,000円 20人

令和3年4月20日～
令和3年7月15日

令03-
30602-
504364号

0985-52-3202　
(内線： 519)

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

宮崎産業経営大
学

【選択】教育現場における憲法問
題および民事問題の検討

本講習では、教育現場で生じ得る法的な問題について、憲
法および民法の観点から考察します。具体的には、憲法に
ついては、学校における個人情報保護の問題・公立学校に
おける宗教教育禁止・教育の機会均等の問題を中心に、民
法については、いじめ問題・学校事故の問題を中心に取り
上げ、現在の教育現場で顕在化している法的諸問題とその
対応策・予防策について検討を行います。

井上　一洋（法学部准教授）
濱村　実子（法学部講師）

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年8月21日 教諭
中学校・高等学

校教諭
6,000円 20人

令和3年4月20日～
令和3年7月15日

令03-
30602-
504365号

0985-52-3202　
(内線： 519)

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

鹿児島国際大学 【選択】初級ピアノ実習

鹿児島県では多くの学校で、音楽を専門としない教諭が何
かしらの音楽指導（合唱指導・楽器指導・校歌伴奏等）に関
わることが多いと聞きます。そのような状況に置かれる先生
方が、躊躇なくピアノに触れることから始め、簡単な和音伴
奏を弾くことや旋律を弾くことができるように手助けすること
が目的です。
注意事項：音楽、特にピアノの演奏技術において一定レベ
ル以上と思われる先生方は受講対象としていない講習とな
ります。また、経験の有無は問いませんが、内容は初心者を
対象にしていることを理解ください。

中島　一光（国際文化学部教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月12日 教諭
小・中・高校の教

諭
6,000円 15人

令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
30603-
505802号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/

鹿児島国際大学 【選択】消費者教育の基本知識

【消費者教育を取り扱う】
　成年年齢引き下げに伴う若年者に対する消費者教育の意
義・必要性、相談資料等に基づく消費者被害の動向や現
状、契約の基礎的知識の理解を前提にした悪質商法等に
対応する法制度（消費者契約法、電子消費者契約法、特定
商取引法）、危険な製品による被害救済の法制度（製造物
責任法）、消費者の諸権利（消費者基本法）等、消費者教育
に必要とされる実践的知識を具体例も交えて学ぶ。

山本　晃正（経済学部教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
30603-
505803号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/

鹿児島国際大学
【選択】マーケティングの理論と実
際

　顧客の購買行動や消費行動には、企業のマーケティング
が影響している。このマーケティングの理論は、非営利組織
の現場にも適用することができる。本講習では、マーケティ
ングの伝統的・先進的な仕組みに関して、身近な事例を取り
上げながら講義する。

西　宏樹（経済学部准教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月31日 教諭 高校商業教諭 6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
30603-
505804号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/

鹿児島国際大学 【選択】心のバリアフリー

【心のバリアフリーを取り扱う】
　今日、共生社会の実現を目指して様々な取組がなされ、そ
の中で、すべての子どもたちが心のバリアフリーに関する理
解を深めるための指導の充実が必要とされている。ここで
は、心のバリアフリーを体現するための三つのポイント（①
障害の社会モデル、②不当な差別的取扱いの禁止と合理
的配慮の提供、③教師自身のコミュニケーションの在り方に
関する内容等）について学びを深める。

松元　泰英（福祉社会学部教授）
古賀　政文（福祉社会学部特任准教授）
高橋　信行（福祉社会学部教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年12月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年11月30日

令03-
30603-
505805号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/
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鹿児島国際大学 【選択】心のバリアフリー

【心のバリアフリーを取り扱う】
　今日、共生社会の実現を目指して様々な取組がなされ、そ
の中で、すべての子どもたちが心のバリアフリーに関する理
解を深めるための指導の充実が必要とされている。ここで
は、心のバリアフリーを体現するための三つのポイント（①
障害の社会モデル、②不当な差別的取扱いの禁止と合理
的配慮の提供、③教師自身のコミュニケーションの在り方に
関する内容等）について学びを深める。

松元　泰英（福祉社会学部教授）
古賀　政文（福祉社会学部特任准教授）
高橋　信行（福祉社会学部教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
30603-
505806号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/

鹿児島国際大学
【選択】児童生徒理解と支援に向
けた認知心理学的アプローチ

脳科学の進歩は認知科学と呼ばれる新たな領域を創出し
AI(人工知能）をはじめ数々の応用的領域を拡げている。教
育の分野でもその貢献はめざましいものがある。
とくに以下の諸点について解説を行う。
①発達障害、とくにLD、読字障害、書字障害の理解と支援
②他者への攻撃性を脳内物質から考える
③児童生徒の意欲、動機づけの理解と支援
④小中学校で実施される集団式知能検査（具体的には教研
式サポート）から得られる情報とその生かし方

大坪　治彦（国際文化学部特任教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月11日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月21日～
令和3年7月31日

令03-
30603-
505807号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/

鹿児島国際大学 【選択】クラシック音楽鑑賞術

「音楽鑑賞」は、漠然と音楽を聴き個々の感想を述べる取り
留めのない感覚的活動と捉えられがちです。しかしそこへ歴
史や理論の視点を加えることにより、これを学際的な知的活
動へと変化させることができます。本講義の前半では西洋
芸術音楽の特色を歴史的・理論的見地からおさえ、後半で
はそれらを下敷きに「名曲」を鑑賞することを通して、広く教
養として西洋芸術音楽の面白さと奥深さを再認識し、教員と
しての資質や感性をより豊かにしていきます。

伊藤　綾（国際文化学部准教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
30603-
505808号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/

鹿児島国際大学
【選択】日本・鹿児島の歴史と文
化

専門以外の方を対象とした内容の講義です。小学生や中学
生に興味を持ってもらうための歴史に触れることを目的とし
た講習になります。歴史や文化について、私の専門である
お城や韓国との関係史・交流史も取り入れ、さらに鹿児島と
いう地域と関連させた内容を取り入れて講義する予定です。
中・高校での出張講義の内容をもとにしたもので、あくまで
専門の方以外を対象としているので専門の方には不向きで
す。それ以外の方に日本や鹿児島の歴史や文化に触れた
り、教養を豊かにするようなきっかけになればと考えていま
す。

太田　秀春（国際文化学部教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
30603-
505809号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/

鹿児島国際大学
【選択】子どもの豊かな感性や表
現力、創造性を育む絵や立体表
現の指導

乳幼児や児童生徒の絵や立体表現の発達段階の解説を踏
まえ、絵や立体作品の見方や指導の在り方を、講師のこれ
までの小学校や大学での指導経験を活かし、制作活動を通
して体験的に学ぶことのできる内容である。

関山　均（福祉社会学部特任准教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月19日 教諭
幼稚園教諭・保
育教諭・小学校

教諭
6,000円 20人

令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
30603-
505810号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/

鹿児島国際大学 【選択】児童サービスと読書教育

子どもたちの読書教育と関連の深い①リテラシーの育成(乳
幼児の言語獲得と絵本)②読書支援(子どものニーズに合わ
せた読書アドバイス)③児童サービスの種類(子どものニー
ズや発達段階に配慮した資料や情報の選択)④子ども向け
の読書手法(アニマシオン、エプロンシアター等)⑤アメリカの
児童図書館のデザインについて体系的な学びと実務的な学
びを培う。

岩下　雅子（国際文化学部特任准教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
30603-
505811号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鹿児島国際大学
【選択】特別な支援を必要とする
子どもの行動の分析と支援方法
の考え方

特別な支援を必要とする子どもは、他の子どもが示さないよ
うな様々な不適切な行動を示すことがあり、今までに行って
きた指導方法、支援方法では問題が改善しないことがある。
本講習では、保育所や学校で特別な支援を必要とする子ど
もが示す行動に対して、なぜそのような行動を示すのか分
析する方法、分析結果から支援計画を導く方法を学ぶ。

永冨　大舗（福祉社会学部講師）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 50人
令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
30603-
505812号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/

鹿児島国際大学
【選択】日本語文法のしくみを考
える－国語教育における学校文
法と対照しつつ－

　本講習では、普段話したり書いたりしている「日本語」とい
う一言語を客観的視点から観察し、日本語が持つシステマ
ティックな側面について学んでゆきます。
　「ら抜き言葉」「『だけ』と『しか』の意味の違い」「副詞『全
然』の語史」などを具体例とし、「学校文法」の内容とは異な
る言語分析の手法を紹介します。言語分析に関する多様な
見方を学ぶことで、ご自身の授業実践に役立てていただき
たいと考えます。この講習が言語研究者としての講習担当
者と、現役教員の皆さまとの対話の場となれば幸いです。

松尾　弘徳（国際文化学部准教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月24日 教諭
現在国語教育を
担当している教

諭
6,000円 30人

令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
30603-
505813号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/

鹿児島国際大学
【選択】新学習指導要領に基づく
楽しい小学校理科の授業づくり

新学習指導要領小学校理科のポイントと主体的・対話的で
深い学びを目指す小学校理科授業の在り方、指導改善の
ポイント等の講義や具体的な理科授業のビデオ視聴や今後
の理科授業の指導法についての演習や情報交換等を行い
明日への授業に生かしていくことをねらいとしています。

鮫島　準一（福祉社会学部特任准教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年8月30日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年7月31日

令03-
30603-
505814号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/

鹿児島国際大学
【選択】「音あそび」から「音楽づく
り」へ

新学習指導要領においては、表現領域における「音楽づく
り」の活動の重要性が一層高まっています。この活動を通し
て育成する資質・能力は、まさに「他者と共同して課題を解
決していく」こと「新たな価値の創造」につながるものです。
既成の曲を演奏する活動でなく、音あそび、即興演奏、そし
て日本の音階や和楽器などを取り入れた音楽づくりの手法
を体験しながら、子どもたちの可能性を見いだす音楽活動を
ともに探ります。

中村　ますみ（福祉社会学部教授）
鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和3年12月4日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
音楽教諭・高校

音楽教諭

6,000円 30人
令和3年4月20日～
令和3年11月30日

令03-
30603-
505815号

099-263-0531　
(内線： 1745)

https://www.iuk.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】琉球・沖縄教育文化論　
ー　琉球・沖縄からはじめる〈伝
統〉文化の学び

廃藩置県（琉球処分）前の沖縄において、どのような教育が
行われていたのだろうか。先行研究は多数あるが、本講義
では〈伝統〉文化をキーワードにして琉球・沖縄の教育文化
を論じて行きたい。映像資料や実演、授業実践発表等を織
り交ぜながら、各講義のテーマを受講者との対話によって考
察していく。琉球芸能、琉球文学（琉歌）、琉球漢詩文、沖縄
の民俗芸能などを扱う。

田場　裕規（総合文化学部教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和3年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 7,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
30610-
504653号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】フィールドで学ぶ沖縄の
歴史と文化

今帰仁グスクとその周辺を歩いて学習します。歴史遺産だ
けでなく、伝統文化、自然、観光産業など地域には、豊かな
学習素材が綺羅星のごとく瞬いています。実際に歩いて歴
史を体感する学習を行い、地域をとおして学習を再構築す
ることを目的とする。

宮城　弘樹（総合文化学部准教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和3年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

琉球の歴史・文
化に関心のある
すべての学校教

員

7,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
30610-
504654号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学 【選択】しまくとぅばと琉球の文芸

しまくとぅば（琉球語諸方言）は、独自の言語圏を形成してい
ますが、次世代への継承が危ぶまれ、ユネスコによって消
滅危機言語にも指定されています。これらの言語は、歌謡
や戯曲などにおいても用いられ、多くの文芸作品を生み出し
てきました。本講習では、しまくとぅばそのものをはじめ、しま
くとぅばによる琉球文学や琉球芸能についてふれ、琉球の
言語文化についての理解を深めていきたいと考えていま
す。

西岡　敏（総合文化学部教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和3年8月1日 教諭
琉球文化に関心
のあるすべての

教諭
7,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
30610-
504655号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

沖縄国際大学
【選択】英語の発音におけるDo's 
& Don'ts：理論と実践

英語コミュニケーションを円滑に図っていくためには、カタカ
ナ英語から脱却し、英語耳と英語口を作らなければいけな
い。まずは英語の発音におけるDo's & Don'ts（べし、べから
ず）をしっかり理解し、そして実践できるようにする。本講座
は英語音声の理論知識と実践スキルを身につけ、英語を聞
く力、話す力、指導する力を向上することを目指す。母音と
子音の正しい発音から、音の連結、脱落、同化、アクセント、
リズム、句切り、イントネーションまで、英語の音声を楽しく効
率よく学ぶ。

李　イニッド（総合文化学部教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和3年8月12日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

英語科教諭
7,000円 15人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
30610-
504656号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】沖縄のフィールドから学ぶ
地学

本講習では、理科の地学分野に関する知識・技能修得に重
点を置き、フィールドワークと実験を交えた講義を行う。具体
的には、地形・地質、環境のテーマから、沖縄の海岸地形や
砂の観察、近年の環境問題として話題となっているマイクロ
プラスチックの抽出と観察を実践することで、地学の視点か
ら環境問題を捉え直す。

伊藤　拓馬（経済学部准教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和3年8月12日 教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
（理科）

7,000円 10人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
30610-
504657号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学 【選択】いまさら聞けない統計学

専門家ならずとも「統計学的に有意」という言葉はしばしば
耳にするが、どういう意味だろうか。統計分析は、我が国で
は高校では僅かしか触れられず、また専門書は精緻な数学
で綴られているために敷居が高い。そこで本講義では、「絵
を見て理解する・使って慣れる」ことに主眼を置き、フリーソ
フトを用いて受講者自身が簡単な統計分析を行えるように
講義と演習を行う。演習では学業成績の分析に加え、健康
科学や食品科学のデータも扱う。

齋藤　星耕（経済学部准教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和3年8月13日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭

7,000円 15人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
30610-
504658号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】小学校教員のためのプロ
グラム言語Scratchによる授業実
践法

世界的なプログラミング必修化の流れもあり，国内でも義務
教育段階からのプログラミング教育の導入が決定している．
　本講習では一般の生徒らが教養として楽しめるプログラム
の作成方法について学ぶとともに，小学校での授業内容と
連動した授業実践法について学ぶ．具体的にはプログラム
言語「Scratch（スクラッチ）」を用い，プログラムの基本処理
（順次・反復・分岐）を身につけ，算数，理科，音楽などの情
業での活用法を修得することを目指す．

小渡　悟（産業情報学部准教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和3年8月13日 教諭
プログラミング教
育，IT教育に関心

のある教諭
7,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
30610-
504659号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】ARプログラミング入門-
Processingで作る拡張現実の世
界-

Processingはプログラミング言語と開発環境をあわせた便利
なツールです．
　簡単な記述でプログラミングが行え，特にグラフィックが簡
単に描けることからプログラミング入門者の学習，メディア
アーティストによるメディアアートの作成など，幅広く利用さ
れています．
　本演習では現実に情報を重ねるAR（拡張現実）を実現す
るための手法を学びます．本講習を受講することで科目に
あわせた綺麗なビジュアルの教材作成が可能となります．

小渡　悟（産業情報学部准教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和3年8月17日 教諭
プログラミング教
育、IT教育に関心

のある教諭
7,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
30610-
504660号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】琉球・沖縄を教材とした地
理学習の指導法

社会科・地理学習における指導方法を考える際に、重要な
事項として、①地理教育の方法論、②地理の学習理論、③
地理的技能の修得、④現代社会との関係性などが挙げられ
よう。本講習では、2022年度から施行される、高等学校・地
理歴史科必修科目「地理総合」への対応を意識して、「沖縄
の地理」の教材化の方法について検討したい。

崎浜　靖（経済学部教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和3年8月17日 教諭

小学校教諭、中
学校の社会科教
諭、高等学校の
地理歴史科教諭

7,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
30610-
504661号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/
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沖縄国際大学
【選択】知ってはいけない！本当
の沖縄(沖縄政治経済論）

沖縄の現状と課題、展望を概説します。知っているようで知
らない沖縄の歴史、政治、経済、社会の仕組みを検証し、児
童生徒への授業の中で、役立つトピックスを提供します。沖
縄戦、米軍統治、沖縄返還(本土復帰）、米軍基地（普天間・
辺野古問題など）、沖縄経済（低賃金、低所得、高失業、貧
困連鎖など）、基地・観光・公共事業依存（３K依存経済）など
主要テーマを解析します。

前泊　博盛（経済学部教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和3年8月17日 教諭 教諭 7,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
30610-
504662号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学 【選択】地図を学ぶ

小学校から高等学校まで、多くの授業で地図を活用すること
は、充実した魅力ある授業づくりに役立ちます。2020年から
の新学習指導要領では、社会科を中心に地図活用度がま
すますその高まりをみせています。本講座では地図や
GIS(地理情報システムは中学社会、高校地歴科では必修)
の活用方法について最新の地図事情を含め、地図について
の基礎知識をお伝えしたいと思っています。

小川　護（経済学部教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和3年8月19日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

7,000円 10人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
30610-
504663号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

沖縄国際大学
【選択】フィールドで学ぶ沖縄の
地理空間

社会科・地理教育における課題の一つとして、生徒が実際
の地理的空間に展開されている事象と、教科書や地図帳に
記載されている事象とを関連させて、「思考」を深めることが
できないことが挙げられる。それを克服する方法として、地
理教育では古くから野外学習（巡検）を実施してきた。本講
習では、学校現場で応用できるように、地形図・空中写真・
歴史資料などを用いながら、上記の課題を検討したい。
※沖縄本島中部地域のバス巡検を実施する。

崎浜　靖（経済学部教授）
沖縄県宜野湾
市

6時間 令和3年8月23日 教諭

小学校教諭、中
学校の社会科教
諭、高等学校の
地理歴史科教諭

7,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年5月14日

令03-
30610-
504664号

098-893-8944 https://www.okiu.ac.jp/

茨城女子短期大
学

【選択】幼児教育の充実に関する
課題

本学園の功労者で日本の幼稚教諭第1号であった豊田芙雄
の子ども・教育・道徳観について学ぶ。幼児教育等における
発達障害の特性と支援方法を考察しスキル学ぶ。虐待を受
けた子どもへの心理的理解、子ども虐待と発達障害につい
ての基礎理解を深める。造形・音楽楽器・身体遊びの実践
を通して表現方法を学び理解する。領域『表現』から“豊かな
感性と表現”を具体的に学ぶ。歴史的な観点からみるこれ
からの幼児教育のあり方について考える。子供の貧困の解
決に向けて保育者はどのような役割を果たすべきかを考え
ていく。

小野　孝尚（表現文化学科教授）
安藤　みゆき（保育科教授）
橋本　祥子（保育科准教授）
富田　浩子（保育科准教授）
国府田　はるか（保育科准教授）
馬立　明美（保育科准教授）
梶井　正紀（保育科准教授）
小口　恵巳子（保育科准教授）
七字　純子（兼任講師）

茨城県那珂市 18時間
令和3年8月23日～
令和3年8月25日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
23,000円 100人

令和3年5月13日～
令和3年5月18日

令03-
35039-
504449号

029-298-0596
https://www.taisei.ac.jp
/jp/iwjc/

つくば国際短期
大学

【選択】「乳幼児の病気の特徴と
援助法」及び「自己理解の心理
学」

　乳幼児は自らの症状を正確に伝えることができない。その
為大人はその状態を的確に把握する能力が求められる。観
察の視点を乳幼児の病気の特徴と各発達段階における病
因認知から紐解く。また、乳幼児の目線になり、病気や怪我
によって子どもが体験していることを理解し、その援助法に
ついて考える。
　人はそれぞれ異なる個性を持っている。特に教師は、幼児
や児童生徒のみならず保護者との対応など、様々な個性に
対して適切な対応が求められる職業の一つでもある。ここで
は、まず心理テストを使って自分自身の心理的特徴を把握
するとともに、日常生活において多様な個性と対応すること
で生じる精神的ストレスへの対処法について学びます。

三宅　美千代（保育科講師）
南　正信（保育科教授）

茨城県土浦市 6時間 令和3年8月10日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和3年5月6日～
令和3年5月21日

令03-
35040-
504430号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tij
c/
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令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

つくば国際短期
大学

【選択】「乳幼児の病気の特徴と
援助法」及び「自己理解の心理
学」

　乳幼児は自らの症状を正確に伝えることができない。その
為大人はその状態を的確に把握する能力が求められる。観
察の視点を乳幼児の病気の特徴と各発達段階における病
因認知から紐解く。また、乳幼児の目線になり、病気や怪我
によって子どもが体験していることを理解し、その援助法に
ついて考える。
　人はそれぞれ異なる個性を持っている。特に教師は、幼児
や児童生徒のみならず保護者との対応など、様々な個性に
対して適切な対応が求められる職業の一つでもある。ここで
は、まず心理テストを使って自分自身の心理的特徴を把握
するとともに、日常生活において多様な個性と対応すること
で生じる精神的ストレスへの対処法について学びます。

三宅　美千代（保育科講師）
南　正信（保育科教授）

茨城県土浦市 6時間 令和3年9月18日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和3年5月6日～
令和3年5月21日

令03-
35040-
504431号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tij
c/

つくば国際短期
大学

【選択】「ＩＣＴを用いた音楽表現」
及び「即興的音楽表現を用いた
コミュニケーション～ワクワクする
環境づくりのために～」

　子どもの主体的・対話的な音楽あそびや音楽表現を展開
する際に、タブレット端末や情報機器等のＩＣＴを活用する可
能性について学び、子どもたちにふさわしいデジタル環境に
ついて考える。
　メロディ、リズム、ハーモニーの特性について確認し、これ
らの要素を横断的に使いながら歌・唱えや身体動作、ピアノ
で即興的に表現する力を身につける。また、音あそびの実
践を通して、心豊かな音楽的コミュニケーションとは何かに
ついて考えを深める。

仲条　幸一（保育科講師）
板橋　華子（保育科講師）

茨城県土浦市 6時間 令和3年8月11日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和3年5月6日～
令和3年5月21日

令03-
35040-
504432号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tij
c/

つくば国際短期
大学

【選択】「ＩＣＴを用いた音楽表現」
及び「即興的音楽表現を用いた
コミュニケーション～ワクワクする
環境づくりのために～」

　子どもの主体的・対話的な音楽あそびや音楽表現を展開
する際に、タブレット端末や情報機器等のＩＣＴを活用する可
能性について学び、子どもたちにふさわしいデジタル環境に
ついて考える。
　メロディ、リズム、ハーモニーの特性について確認し、これ
らの要素を横断的に使いながら歌・唱えや身体動作、ピアノ
で即興的に表現する力を身につける。また、音あそびの実
践を通して、心豊かな音楽的コミュニケーションとは何かに
ついて考えを深める。

仲条　幸一（保育科講師）
板橋　華子（保育科講師）

茨城県土浦市 6時間 令和3年10月30日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和3年5月6日～
令和3年5月21日

令03-
35040-
504433号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tij
c/

つくば国際短期
大学

【選択】「プレゴールデンエイジの
神経系刺激」及び「子どもの心の
ケアと家族への支援」

　幼児期にはなぜ運動による神経系への刺激が欠かせな
いのか？その意義を学び実践方法を学習する。また、実践
による疑問点や対処方法など諸問題を採り上げ、ディスカッ
ションを通して理解を深める。
　子どもやその家族へのかかわりについて、カウンセリング
やソーシャルワークの視点をふまえたかかわり方を身につ
ける。

川田　公仁（保育科教授）
佐藤　高博（保育科講師）

茨城県土浦市 6時間 令和3年8月12日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和3年5月6日～
令和3年5月21日

令03-
35040-
504434号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tij
c/

つくば国際短期
大学

【選択】「プレゴールデンエイジの
神経系刺激」及び「子どもの心の
ケアと家族への支援」

　幼児期にはなぜ運動による神経系への刺激が欠かせな
いのか？その意義を学び実践方法を学習する。また、実践
による疑問点や対処方法など諸問題を採り上げ、ディスカッ
ションを通して理解を深める。
　子どもやその家族へのかかわりについて、カウンセリング
やソーシャルワークの視点をふまえたかかわり方を身につ
ける。

川田　公仁（保育科教授）
佐藤　高博（保育科講師）

茨城県土浦市 6時間 令和3年11月20日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
令和3年5月6日～
令和3年5月21日

令03-
35040-
504435号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tij
c/

武蔵野短期大学
【選択】自己表現力をはぐくむ指
導力の向上

内容としては、音から始まる、多様な音楽表現指導、発想の
転換をして、美術作品を楽しく創作し、その在り方を学ぶ美
術指導、子どもの健康・体力向上を目指した運動遊びや組
体操の指導の在り方を中心とした体育・健康指導など、実技
演習なども取り入れ、教師のこれからの初等教育における
自己表現力を高める指導の在り方を探り、指導技術を磨く。

芳野　道子（幼児教育学科兼任講師）
小山　一馬（幼児教育学科教授）
伴　好彦（幼児教育学科准教授）

埼玉県狭山市 6時間 令和3年8月25日 教諭
幼稚園・小学校

教諭向け
6,000円 40人

令和3年5月10日～
令和3年5月14日

令03-
35067-
504371号

04-2954-6131
http://www.musashino.
ac.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

武蔵野短期大学
【選択】幼児理解に基づく指導力
の向上

内容としては、幼児教育の在り方を中心とした幼児心理、子
育て家庭を取り巻く現状とこれに対応した家庭などとの連携
に基づいた保護者との連携、小学校教育との接続を視野に
入れた今後重視すべき指導の在り方や幼児教育理解など、
教師のこれからの幼児教育の在り方・進め方を探る。

岡澤　陽子（幼児教育学科教授）
本田　由衣（幼児教育学科兼任講師）
小山　みずえ（幼児教育学科教授）

埼玉県狭山市 6時間 令和3年8月19日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年5月14日

令03-
35067-
504372号

04-2954-6131
http://www.musashino.
ac.jp

武蔵野短期大学
【選択】教育課題解決に向けた指
導力の向上

内容としては、教育における情報メディアの活用の可能性と
情報モラル・消費者教育、障害のある子や気になる子の捉
え方でその子が変わる、アセスメントと特別支援教育、英語
教育のさらなる低年齢化が進むなかでの幼児・児童英語教
育の在り方など、教師のこれからの初等教育にかかわる課
題に対応する指導技術の向上を目指す。

八木　浩雄（幼児教育学科准教授）
浅川　茂実（幼児教育学科准教授）
青木　雅幸（武蔵野学院大学　国際コミュニケー
ション学部兼任講師）

埼玉県狭山市 6時間 令和3年8月20日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
令和3年5月10日～
令和3年5月14日

令03-
35067-
504373号

04-2954-6131
http://www.musashino.
ac.jp

千葉敬愛短期大
学

【選択】保育内容の指導法「健
康」

幼稚園教育要領に示された五領域の「健康」について改め
て学び直し、幼児を対象とした具体的な援助の方法につい
て学びます。特に健康な生活リズム、運動遊び、食育、そし
て安全教育に焦点をあてた内容になります。一方的に講師
が講義するだけでなく、受講者自身が考えたり実践したり、
という動画内ででき得る範囲でのワークを取り入れた講義
形式にしたいと思います。講習はオンデマンド（インターネッ
ト動画配信）で行う。

齋藤　めぐみ（現代子ども学科専任講師）
村瀬　瑠美（現代子ども学科専任講師）

インターネット 6時間
令和3年8月16日～
令和3年8月31日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 300人
令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
35073-
503204号

043-486-7111
https://www.chibakeiai.
ac.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】「生物・心理・社会からの
発達障害の理解」

「障害者差別解消法」(2016)施行により、教育現場では発達
障害のある児童への理解と合理的配慮の提供が求められ
ています。本講座では、発達障害を発生的な観点から解説
し、受講者が理解を深め適切な合理的配慮を現場で提供で
きる知識の修得を目指します。後半は、発達障害や似た症
状を示す愛着障害、関連するいじめの問題にも言及し、学
校不適応全般への理解と対応について講義します。講習は
オンデマンド（インターネット動画配信）で行う。

小柴　孝子（文教大学　人間科学部臨床心理学
科特任准教授）
谷口　清（千葉県立保健医療大学　健康科学部
非常勤講師）

インターネット 6時間
令和3年8月16日～
令和3年8月31日

教諭 小学校教諭 6,000円 300人
令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
35073-
503205号

043-486-7111
https://www.chibakeiai.
ac.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】子育て支援講座「どならな
い練習」

「子育て支援は親支援」という考え方があります。本講習で
は、茅ヶ崎市役所で長年児童虐待や子育ての相談業務に
携わってきた伊藤徳馬氏が開発した「ちはっさく」という子育
て練習講座（ダイジェスト版）を体験していただきます。保育
者・教員である皆さんに「ちはっさく」を知っていただき、保護
者会や家庭教育学級等の機会をとらえ、「子どもをどならず
にうまく向き合えるようになる」練習を、草の根的に広めてい
くことができたらと考えています。講習はオンデマンド（イン
ターネット動画配信）で行う。

吉村　真理子（現代子ども学科教授） インターネット 6時間
令和3年8月16日～
令和3年8月31日

教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 300人

令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
35073-
503206号

043-486-7111
https://www.chibakeiai.
ac.jp/

千葉敬愛短期大
学

【選択】教育方法

現職教員のための実践的な内容を中心とした講習とする。
前半は現在課題となっている「主体的、対話的で深い学び」
についての内容と背景、「見方・考え方を働かせる」深い学
びについて小学校理科事例を中心に解説する。後半は幼稚
園での教育方法基礎としての子ども理解に関わる内容、さ
らに幼児教育における「深い学び」について領域「環境」の
保育事例を中心に解説する。講習はオンデマンド（インター
ネット動画配信）で行う。

沼倉　徹（現代子ども学科特任准教授） インターネット 6時間
令和3年8月16日～
令和3年8月31日

教諭
小学校教諭・幼

稚園教諭
6,000円 300人

令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
35073-
503207号

043-486-7111
https://www.chibakeiai.
ac.jp/
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令和３年度(第３回)認定
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

千葉敬愛短期大
学

【選択】作って歌おう(びっくりシ
フォン・手袋人形づくり・表現遊
び)

　「リズムあそび」や「歌あそび」は子どものイメージや創造
性、表現力を育みます。本講座は、子どもの心理的な発達
をとらえ、保育の中で子どもが楽しめる歌や、子どもが歌を
大好きになる歌唱表現また、手話による歌唱を学びます。
びっくりシフォン作り、手袋人形作り実技は大野が担当し、
子どもの歌の歌唱法・歌唱表現、手話実演は岡崎が担当し
ます。講習はオンデマンド（インターネット動画配信）で行う。

大野　雄子（現代子ども学科教授）
岡崎　裕美（現代子ども学科教授）

インターネット 6時間
令和3年8月16日～
令和3年8月31日

教諭 幼稚園教諭 7,300円 300人
令和3年4月16日～
令和3年6月15日

令03-
35073-
503208号

043-486-7111
https://www.chibakeiai.
ac.jp/

山梨学院短期大
学

【選択】保育内容特論（造形表
現）（乳幼児期において造形活動
が育てるもの）

乳幼児期における造形表現活動の意味について「その活動
により何が育つのか」「保育者は何を育てるのか」という視
点で考える。またこの時期における造形活動と成長との関
係を、乳幼児の作品を見るとともに実際の製作を通して考
え、今後の造形表現活動に関わる為の資質の向上を図りた
い。

伊藤　美輝（保育科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和3年8月10日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月28日

令03-
35144-
505441号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/

山梨学院短期大
学

【選択】保育内容特論（造形表
現）（造形活動で出会うもの）

乳幼児期における造形表現活動において出会う様々なもの
を整理して、それらをエレメントに分けて「出会い」を分析す
るとともに、造形表現活動における経験の継承と発展につ
いて考え、今後の造形表現活動を計画する力の向上を図り
たい。

伊藤　美輝（保育科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和3年8月11日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月28日

令03-
35144-
505442号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/

山梨学院短期大
学

【選択】理科教育法特論Ⅰ（自然
科学分野の現状理解）その１

理科の科目のうち、化学と生物学の分野を中心として基礎
的な科学概念や理論について再確認し、理科の授業に興
味・関心を高め、科学的な見方や考え方を育てる授業のあ
り方とは何か、事例を挙げながら共に考えていく。遠隔授業
でも行える理科実験、観察実験の基本操作などについて取
り扱っていく。

萱嶋　泰成（食物栄養科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和3年8月12日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月28日

令03-
35144-
505443号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/

山梨学院短期大
学

【選択】理科教育法特論Ⅰ（自然
科学分野の現状理解）その２

理科の科目のうち、化学と生物学の分野を中心として基礎
的な科学概念や理論について再確認し、理科の授業に興
味・関心を高め、科学的な見方や考え方を育てる授業のあ
り方とは何か、事例を挙げながら共に考えていく。遠隔授業
でも行える理科実験、実験室や機材の使用方法や注意点、
身近な物質である酸素と水の特徴を通じて科学の基本を学
ぶことを中心に展開していく。

萱嶋　泰成（食物栄養科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和3年8月13日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人
令和3年5月10日～
令和3年5月28日

令03-
35144-
505444号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/

山梨学院短期大
学

【選択】発達心理学特論Ⅰ（発達
の原理及び乳児期の発達）

発達の原理として遺伝×環境問題を再考する。その上で、
脳科学等の成果も踏まえつつ、乳児期の心身の発達につい
て概観し、とくに愛着の形成については、その後の発達に大
きな影響を与えることから、やや詳しく検討する。また、最近
ますます深刻化しつつある子どもの虐待の問題についても
考察する。

中野　隆司（保育科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和3年8月16日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年5月28日

令03-
35144-
505445号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/

山梨学院短期大
学

【選択】発達心理学特論Ⅰ（幼児
期～児童期の発達）

脳科学の知見も取り入れつつ、幼児期～児童期の子どもの
認知・感情・社会化等の発達について理解を深めるべく考
察する。幼児・児童の健全な発達に資するべく試みられてい
る、様々な取り組みの事例についても紹介する。また、発達
障害とその対処法、いじめなどの諸問題ついても検討する。

中野　隆司（保育科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和3年8月17日 教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年5月28日

令03-
35144-
505446号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/

山梨学院短期大
学

【選択】算数科教育法特論Ⅱ（「B
図形」及び「Dデータの活用」を極
める）その1

算数科の全体の見通しをもちつつ、算数科の授業を実践的
に展開する授業が行える教師として、「B図形」「Dデータの
活用」領域の基本的な知識・技術と算数科の授業づくりの実
際的な方法を講習する。主には、量と測定・データの活用の
考え方について、指導体系を把握することを目的とする。

奥山　賢一（保育科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和3年8月18日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年5月28日

令03-
35144-
505447号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

山梨学院短期大
学

【選択】算数科教育法特論Ⅱ（「B
図形」及び「Dデータの活用」を極
める）その2

算数科の全体の見通しをもちつつ、算数科の授業を実践的
に展開する授業が行える教師として、「B図形」「Dデータの
活用」領域の基本的な知識・技術と算数科の授業づくりの実
際的な方法を講習する。主には、図形のとらえ方、データ活
用の考え方について、指導体系を把握することを目的とす
る。

奥山　賢一（保育科教授） 山梨県甲府市 6時間 令和3年8月19日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人
令和3年5月10日～
令和3年5月28日

令03-
35144-
505448号

055-224-1400 http://www.ygjc.ac.jp/

高田短期大学 【選択】現代保育者の専門性

本講習は「新幼稚園教育要領」「新幼保連携型認定こども園
教育･保育要領」の内容について子どもの姿と絡めながら理
解を深める。また、現代保育者に求められる専門的かつ具
体的な指導法や役割について考え、現場での実践･指導力
につなげる。

古川　久美子（子ども学科特任講師）
金森　まさ子（子ども学科講師）

三重県津市 6時間 令和3年11月7日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 80人
令和3年6月3日～
令和3年6月10日

令03-
35190-
503598号

059-232-2310　
(内線： 109)

http://www.takada-
jc.ac.jp/

高田短期大学 【選択】子どもと生活

現代の子どもを取り巻く環境をふまえ、子どもの健康を保持
するために保育者としての基本的知識の確認と役割を考え
る。また健康状態に異常が見られた場合、保育者としての
適切な対応について理解する。
子どもの発育・発達に応じた食生活のあり方や食習慣の確
立の意義を確認し、保育者として適切な食支援や食育のあ
り方を考える。

生川　美江（三重短期大学　食物栄養学科　非
常勤講師）
長倉　里加（子ども学科准教授）

三重県津市 6時間 令和3年11月14日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 80人
令和3年6月3日～
令和3年6月10日

令03-
35190-
503599号

059-232-2310　
(内線： 109)

http://www.takada-
jc.ac.jp/

高田短期大学 【選択】子どもと表現

幼稚園教育要領の領域「表現」では「感じたことや考えたこと
を自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する
力を養い、創造性を豊かにする」ことを主旨とする。本講習
では、幼児教育における領域「表現」の意義と方法について
音楽的および造形的な観点から演習や事例検討を行い、現
場での実践や指導力の向上を図る。

亀澤　朋恵（愛知江南短期大学　こども健康学
科保育専攻　准教授）
山本　敦子（子ども学科教授）

三重県津市 6時間 令和3年11月21日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 80人
令和3年6月3日～
令和3年6月10日

令03-
35190-
503600号

059-232-2310　
(内線： 109)

http://www.takada-
jc.ac.jp/

大阪信愛学院短
期大学

【選択】音図体実践力アップ講座
（幼稚園・小学校）

本講座では、音楽、図工、体育の３分野に分け、保育園・幼
稚園・小学校の現場での様々な場面で役立つ効果的な取り
組みを実践的に学ぶ。主に、体育では体をコントロールする
動きの基本や運動遊び、図工では発達段階をとらえた描画
活動や造形活動、音楽では音楽を楽しむための魅力的な指
導法など。同時に理論についても事例を通して理解を深め、
グループ討議や現場での課題などの情報交換を通じてさら
なるスキルアップを目指す。

東前　克枝（子ども教育学科　講師）
荒木　雅之（子ども教育学科　講師）
東本　康栄（子ども教育学科　助教）
馬場　桂一郎（子ども教育学科　非常勤講師）
舟井　賀世子（子ども教育学科　非常勤講師）

大阪府大阪市 18時間
令和3年8月12日～
令和3年8月14日

教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭向け

19,500円 90人
令和3年5月17日～
令和3年5月31日

令03-
35216-
505578号

06-6939-4391　
(内線： 212)

http://www.osaka-
shinai.jp/

大阪千代田短期
大学

【選択】多様なニーズのある子ど
もの理解

発達障がいのうち、自閉症スペクトラム障がい、限局性学習
障がい、注意欠如多動性障がいなどについて、その概要を
詳述する。それに基づき、教育的なニーズを必要とする子ど
もの理解とアセスメントについて解説する。また、教室環境
の整備や教材の取扱いなどの基礎的な事項を踏まえ、気に
なる子どもへの関わり方について、事例に基づいて検討す
る。

茂野　仁美（幼児教育科講師）
宮本　直美（幼児教育科講師）
今枝　史雄（大阪教育大学　特別支援教育講座
特任講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月2日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504466号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】多様なニーズのある子ど
もの理解

発達障がいのうち、自閉症スペクトラム障がい、限局性学習
障がい、注意欠如多動性障がいなどについて、その概要を
詳述する。それに基づき、教育的なニーズを必要とする子ど
もの理解とアセスメントについて解説する。また、教室環境
の整備や教材の取扱いなどの基礎的な事項を踏まえ、気に
なる子どもへの関わり方について、事例に基づいて検討す
る。

茂野　仁美（幼児教育科講師）
宮本　直美（幼児教育科講師）
今枝　史雄（大阪教育大学　特別支援教育講座
特任講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月4日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504467号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】多様なニーズのある子ど
もの理解

発達障がいのうち、自閉症スペクトラム障がい、限局性学習
障がい、注意欠如多動性障がいなどについて、その概要を
詳述する。それに基づき、教育的なニーズを必要とする子ど
もの理解とアセスメントについて解説する。また、教室環境
の整備や教材の取扱いなどの基礎的な事項を踏まえ、気に
なる子どもへの関わり方について、事例に基づいて検討す
る。

茂野　仁美（幼児教育科講師）
宮本　直美（幼児教育科講師）
今枝　史雄（大阪教育大学　特別支援教育講座
特任講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月23日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504468号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

http://www.chiyoda.ac.j
p
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪千代田短期
大学

【選択】多様なニーズのある子ど
もの理解

発達障がいのうち、自閉症スペクトラム障がい、限局性学習
障がい、注意欠如多動性障がいなどについて、その概要を
詳述する。それに基づき、教育的なニーズを必要とする子ど
もの理解とアセスメントについて解説する。また、教室環境
の整備や教材の取扱いなどの基礎的な事項を踏まえ、気に
なる子どもへの関わり方について、事例に基づいて検討す
る。

茂野　仁美（幼児教育科講師）
宮本　直美（幼児教育科講師）
今枝　史雄（大阪教育大学　特別支援教育講座
特任講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504469号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】ネット社会と子育て支援

情報通信技術の普及に伴い、子どもや保護者のSNS利用
におけるトラブルや情報モラル、情報セキュリティに関わる
問題事例が多くみられます。ここでは最新の事例をもとに問
題への対応方法について考えます。また、子育て支援は、
地域社会で取組むべき喫緊の課題です。国の政策動向に
触れながら、子育て支援が必要になってきた背景やその意
義、子育て支援ネットワークについて身近な問題から国レベ
ルの課題まで幅広いテーマを扱います。最後にICTの活用
やその留意点について考えたいと思います。

本田　和隆（幼児教育科准教授）
森　大樹（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月2日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504470号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】ネット社会と子育て支援

情報通信技術の普及に伴い、子どもや保護者のSNS利用
におけるトラブルや情報モラル、情報セキュリティに関わる
問題事例が多くみられます。ここでは最新の事例をもとに問
題への対応方法について考えます。また、子育て支援は、
地域社会で取組むべき喫緊の課題です。国の政策動向に
触れながら、子育て支援が必要になってきた背景やその意
義、子育て支援ネットワークについて身近な問題から国レベ
ルの課題まで幅広いテーマを扱います。最後にICTの活用
やその留意点について考えたいと思います。

本田　和隆（幼児教育科准教授）
森　大樹（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月3日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504471号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】ネット社会と子育て支援

情報通信技術の普及に伴い、子どもや保護者のSNS利用
におけるトラブルや情報モラル、情報セキュリティに関わる
問題事例が多くみられます。ここでは最新の事例をもとに問
題への対応方法について考えます。また、子育て支援は、
地域社会で取組むべき喫緊の課題です。国の政策動向に
触れながら、子育て支援が必要になってきた背景やその意
義、子育て支援ネットワークについて身近な問題から国レベ
ルの課題まで幅広いテーマを扱います。最後にICTの活用
やその留意点について考えたいと思います。

本田　和隆（幼児教育科准教授）
森　大樹（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月23日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504472号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】ネット社会と子育て支援

情報通信技術の普及に伴い、子どもや保護者のSNS利用
におけるトラブルや情報モラル、情報セキュリティに関わる
問題事例が多くみられます。ここでは最新の事例をもとに問
題への対応方法について考えます。また、子育て支援は、
地域社会で取組むべき喫緊の課題です。国の政策動向に
触れながら、子育て支援が必要になってきた背景やその意
義、子育て支援ネットワークについて身近な問題から国レベ
ルの課題まで幅広いテーマを扱います。最後にICTの活用
やその留意点について考えたいと思います。

本田　和隆（幼児教育科准教授）
森　大樹（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月27日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504473号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】配慮が必要な子どもと保
護者への支援のあり方

配慮の必要な子どもたちとその保護者への対応や支援のあ
り方について学びます。子どもたちが学校場面で示す問題
行動について、どのように受けとめ、対応していくのかを事
例をもとに検討します。

葛目　巳恵子（幼児教育科非常勤講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月3日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504474号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】配慮が必要な子どもと保
護者への支援のあり方

配慮の必要な子どもたちとその保護者への対応や支援のあ
り方について学びます。子どもたちが学校場面で示す問題
行動について、どのように受けとめ、対応していくのかを事
例をもとに検討します。

葛目　巳恵子（幼児教育科非常勤講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月4日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504475号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

http://www.chiyoda.ac.j
p
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪千代田短期
大学

【選択】配慮が必要な子どもと保
護者への支援のあり方

配慮の必要な子どもたちとその保護者への対応や支援のあ
り方について学びます。子どもたちが学校場面で示す問題
行動について、どのように受けとめ、対応していくのかを事
例をもとに検討します。

葛目　巳恵子（幼児教育科非常勤講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月27日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504476号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】配慮が必要な子どもと保
護者への支援のあり方

配慮の必要な子どもたちとその保護者への対応や支援のあ
り方について学びます。子どもたちが学校場面で示す問題
行動について、どのように受けとめ、対応していくのかを事
例をもとに検討します。

葛目　巳恵子（幼児教育科非常勤講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 90人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504477号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】子どもの表現活動－「音
楽と絵本」の融合－

音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞ
れの表現活動は単独では現れない。子どもの表現力を育む
には、他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし
育成していくことが必要である。ここでは、音楽と絵本を融合
させた新しい表現活動のあり方を実践的に学びます。

寄　ゆかり（幼児教育科教授）
大浦　知加（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月2日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504478号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】子どもの表現活動－「音
楽と絵本」の融合－

音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞ
れの表現活動は単独では現れない。子どもの表現力を育む
には、他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし
育成していくことが必要である。ここでは、音楽と絵本を融合
させた新しい表現活動のあり方を実践的に学びます。

寄　ゆかり（幼児教育科教授）
大浦　知加（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月3日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504479号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】子どもの表現活動－「音
楽と絵本」の融合－

音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞ
れの表現活動は単独では現れない。子どもの表現力を育む
には、他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし
育成していくことが必要である。ここでは、音楽と絵本を融合
させた新しい表現活動のあり方を実践的に学びます。

寄　ゆかり（幼児教育科教授）
大浦　知加（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月4日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504480号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】子どもの表現活動－「音
楽と絵本」の融合－

音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞ
れの表現活動は単独では現れない。子どもの表現力を育む
には、他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし
育成していくことが必要である。ここでは、音楽と絵本を融合
させた新しい表現活動のあり方を実践的に学びます。

寄　ゆかり（幼児教育科教授）
大浦　知加（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月23日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504481号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】子どもの表現活動－「音
楽と絵本」の融合－

音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞ
れの表現活動は単独では現れない。子どもの表現力を育む
には、他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし
育成していくことが必要である。ここでは、音楽と絵本を融合
させた新しい表現活動のあり方を実践的に学びます。

寄　ゆかり（幼児教育科教授）
大浦　知加（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月27日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504482号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】子どもの表現活動－「音
楽と絵本」の融合－

音楽、造形、身体表現、言語表現。保育の現場ではそれぞ
れの表現活動は単独では現れない。子どもの表現力を育む
には、他の領域とも関連させながら総合的に感性を伸ばし
育成していくことが必要である。ここでは、音楽と絵本を融合
させた新しい表現活動のあり方を実践的に学びます。

寄　ゆかり（幼児教育科教授）
大浦　知加（幼児教育科講師）

大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504483号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】運動あそびの理論と実践

幼児期における健やかな身体づくりは、その後の人生に大
きく寄与しています。子どもに関する「健康」や「運動」の最新
動向をはじめ、現場で役立つ基本的な運動スキルや指導ス
キルを学びます。さらに、他者との相互作用場面におけるコ
ミュニケーションのスキルの基礎理論を「視覚」の観点から
学びます。最後は、受講者全員と童心にかえって一緒に運
動することで、心と体をほぐし楽しさや解放感など「心の動
き」を感じていただきます。

吉井　英博（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月2日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504484号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

http://www.chiyoda.ac.j
p
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪千代田短期
大学

【選択】運動あそびの理論と実践

幼児期における健やかな身体づくりは、その後の人生に大
きく寄与しています。子どもに関する「健康」や「運動」の最新
動向をはじめ、現場で役立つ基本的な運動スキルや指導ス
キルを学びます。さらに、他者との相互作用場面におけるコ
ミュニケーションのスキルの基礎理論を「視覚」の観点から
学びます。最後は、受講者全員と童心にかえって一緒に運
動することで、心と体をほぐし楽しさや解放感など「心の動
き」を感じていただきます。

吉井　英博（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月3日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504485号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】運動あそびの理論と実践

幼児期における健やかな身体づくりは、その後の人生に大
きく寄与しています。子どもに関する「健康」や「運動」の最新
動向をはじめ、現場で役立つ基本的な運動スキルや指導ス
キルを学びます。さらに、他者との相互作用場面におけるコ
ミュニケーションのスキルの基礎理論を「視覚」の観点から
学びます。最後は、受講者全員と童心にかえって一緒に運
動することで、心と体をほぐし楽しさや解放感など「心の動
き」を感じていただきます。

吉井　英博（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月4日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504486号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】運動あそびの理論と実践

幼児期における健やかな身体づくりは、その後の人生に大
きく寄与しています。子どもに関する「健康」や「運動」の最新
動向をはじめ、現場で役立つ基本的な運動スキルや指導ス
キルを学びます。さらに、他者との相互作用場面におけるコ
ミュニケーションのスキルの基礎理論を「視覚」の観点から
学びます。最後は、受講者全員と童心にかえって一緒に運
動することで、心と体をほぐし楽しさや解放感など「心の動
き」を感じていただきます。

吉井　英博（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月23日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504487号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】運動あそびの理論と実践

幼児期における健やかな身体づくりは、その後の人生に大
きく寄与しています。子どもに関する「健康」や「運動」の最新
動向をはじめ、現場で役立つ基本的な運動スキルや指導ス
キルを学びます。さらに、他者との相互作用場面におけるコ
ミュニケーションのスキルの基礎理論を「視覚」の観点から
学びます。最後は、受講者全員と童心にかえって一緒に運
動することで、心と体をほぐし楽しさや解放感など「心の動
き」を感じていただきます。

吉井　英博（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月27日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504488号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】運動あそびの理論と実践

幼児期における健やかな身体づくりは、その後の人生に大
きく寄与しています。子どもに関する「健康」や「運動」の最新
動向をはじめ、現場で役立つ基本的な運動スキルや指導ス
キルを学びます。さらに、他者との相互作用場面におけるコ
ミュニケーションのスキルの基礎理論を「視覚」の観点から
学びます。最後は、受講者全員と童心にかえって一緒に運
動することで、心と体をほぐし楽しさや解放感など「心の動
き」を感じていただきます。

吉井　英博（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504489号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】造形表現の理論と実践

幼稚園、小学校における造形表現活動は、子どもたちのイ
メージ力を喚起し、その面白さを体感することを目指すもの
です。ここでは、実践例をもとに、園や学校における図画工
作教育の意義・目標について理解を深めていきます。また、
表現活動の体験を通して、魅力的な造形表現の指導法につ
いて考えます。

吉垣　隆雄（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月2日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504490号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

409 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

大阪千代田短期
大学

【選択】造形表現の理論と実践

幼稚園、小学校における造形表現活動は、子どもたちのイ
メージ力を喚起し、その面白さを体感することを目指すもの
です。ここでは、実践例をもとに、園や学校における図画工
作教育の意義・目標について理解を深めていきます。また、
表現活動の体験を通して、魅力的な造形表現の指導法につ
いて考えます。

吉垣　隆雄（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月3日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504491号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】造形表現の理論と実践

幼稚園、小学校における造形表現活動は、子どもたちのイ
メージ力を喚起し、その面白さを体感することを目指すもの
です。ここでは、実践例をもとに、園や学校における図画工
作教育の意義・目標について理解を深めていきます。また、
表現活動の体験を通して、魅力的な造形表現の指導法につ
いて考えます。

吉垣　隆雄（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年8月4日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
35218-
504492号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】造形表現の理論と実践

幼稚園、小学校における造形表現活動は、子どもたちのイ
メージ力を喚起し、その面白さを体感することを目指すもの
です。ここでは、実践例をもとに、園や学校における図画工
作教育の意義・目標について理解を深めていきます。また、
表現活動の体験を通して、魅力的な造形表現の指導法につ
いて考えます。

吉垣　隆雄（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月23日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504493号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】造形表現の理論と実践

幼稚園、小学校における造形表現活動は、子どもたちのイ
メージ力を喚起し、その面白さを体感することを目指すもの
です。ここでは、実践例をもとに、園や学校における図画工
作教育の意義・目標について理解を深めていきます。また、
表現活動の体験を通して、魅力的な造形表現の指導法につ
いて考えます。

吉垣　隆雄（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月27日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504494号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

大阪千代田短期
大学

【選択】造形表現の理論と実践

幼稚園、小学校における造形表現活動は、子どもたちのイ
メージ力を喚起し、その面白さを体感することを目指すもの
です。ここでは、実践例をもとに、園や学校における図画工
作教育の意義・目標について理解を深めていきます。また、
表現活動の体験を通して、魅力的な造形表現の指導法につ
いて考えます。

吉垣　隆雄（幼児教育科講師）
大阪府河内長
野市

6時間 令和3年11月28日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,500円 40人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

令03-
35218-
504495号

0721-52-4141　
(内線： 1115)

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

平安女学院大学
短期大学部

【選択】保育教材研究（絵本）

幼児の言葉や想像力、表現力を育む教材として幼稚園教育
要領に示され、実際に保育の場で身近な教材として活用さ
れることの多い「絵本」について、理解と知識を深める。午前
の講義では、絵本とは何かを考えるところから始め、具体的
にさまざまな絵本を紹介するなかで、絵本の特性と創造に
かかわる構成要素について理解する。また、午後の講義で
は、絵本の読み方やそれに伴う環境設定への配慮事項、子
どもの発達段階と絵本の選択方法などについて、実践的に
講習する。

金子　眞理（保育科教授）
糸井　嘉（保育科助教）

大阪府高槻市 6時間 令和3年8月10日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月28日

令03-
35229-
505579号

075-414-8139
http://www.heian.ac.jp/
index.html

平安女学院大学
短期大学部

【選択】「ことばの響き・リズム」に
出合うパネルシアター

パネルシアターが創案されて48年になります。現在では、児
童文化財として「市民権」を確立してきましたが、未だ「貼る
だけのもの」「ペープサートとの区別がつかない」「創るのが
面倒」「行事のみの使用」等々の声を聞きます。創案者古宇
田亮順先生の最古参の弟子として、「ホンモノのパネルシア
ター」「手軽にできるパネルシアター」「パネルシアターの日
常化」を目途にし、パネルシアター本来の魅力・活用方法等
を考究し、制作まで発展していきます。

髙橋　司（客員教授） 大阪府高槻市 6時間 令和3年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,500円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月28日

令03-
35229-
505580号

075-414-8139
http://www.heian.ac.jp/
index.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

平安女学院大学
短期大学部

【選択】身近なものを使った科学
遊び

幼稚園教育要領の環境の内容では、「身近な物や遊具に興
味をもって関わり、自分なりに比べたり、関連付けたりしなが
ら考えたり、試したりして工夫して遊ぶ。」と記載され、身近
なものを使ったものの遊びが重要とされている。科学遊びで
は、子どもの科学遊びについての教育的効果についての知
見を高める。また、身近なものを使った遊びの材料の選び
方、方法、実践、安全性などについて学び、実際に科学遊
びの実践を行う。

岩渕　善美（保育科教授） 大阪府高槻市 6時間 令和3年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,500円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月28日

令03-
35229-
505581号

075-414-8139
http://www.heian.ac.jp/
index.html

平安女学院大学
短期大学部

【選択】身近なものを使った科学
遊び

幼稚園教育要領の環境の内容では、「身近な物や遊具に興
味をもって関わり、自分なりに比べたり、関連付けたりしなが
ら考えたり、試したりして工夫して遊ぶ。」と記載され、身近
なものを使ったものの遊びが重要とされている。科学遊びで
は、子どもの科学遊びについての教育的効果についての知
見を高める。また、身近なものを使った遊びの材料の選び
方、方法、実践、安全性などについて学び、実際に科学遊
びの実践を行う。

岩渕　善美（保育科教授） 大阪府高槻市 6時間 令和3年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,500円 30人
令和3年4月16日～
令和3年5月28日

令03-
35229-
505582号

075-414-8139
http://www.heian.ac.jp/
index.html

山陽学園短期大
学

【選択】一人ひとりの子どもの発
達保障

①　日本国憲法の基礎を学び、子どもの発達保障を支える
人権について考察する。
②　保育の質についての知見を踏まえ、教育現場の実践事
例について考える。
③　最新の知見を踏まえながら、発達障害の基本的事項を
確認し、教育支援の在り方について考える。

谷村　紀彰（こども育成学科准教授）
岡田　典子（こども育成学科講師）
権田　あずさ（こども育成学科講師）

岡山県岡山市 6時間 令和3年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和3年5月11日～
令和3年6月11日

令03-
35256-
504367号

086-901-0503 http://www.sguc.ac.jp/

福岡こども短期
大学

【選択】音楽療法とうた遊びの実
践・簡単アレンジ伴奏法と器楽合
奏

音楽療法の歴史と配慮を要するこどもとの音楽活動といろ
いろなうた遊びの実践と創作を体験する。簡易楽器の奏法
や保育の中で取り上げたい曲の楽譜を自分の力で弾きや
すくアレンジする方法を学習する。

木村　鈴代（こども教育学科客員教授）
岸川　良子（こども教育学科教授）
中川　淳一（こども教育学科教授）
空閑　ゆき子（こども教育学科准教授）
眞島　加奈絵（こども教育学科講師）

福岡県太宰府
市

6時間 令和3年8月4日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月31日

令03-
35297-
505724号

092-922-7231　
(内線： 310)

http://www.fukuoka-
kodomo.ac.jp

福岡こども短期
大学

【選択】表現力を養うための造形
表現

前半は創造性を豊かにするための表現（造形）の役割につ
いて、理論を踏まえながら実践例を基に理解する。後半は
造形表現を用いて実践的な製作をするとともに、グループ
ワークを行いながら表現力を身につけるための指導法につ
いて理解する。

小南　英昭（こども教育学科教授）
柳生　明子（こども教育学科講師）

福岡県太宰府
市

6時間 令和3年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月31日

令03-
35297-
505725号

092-922-7231　
(内線： 310)

http://www.fukuoka-
kodomo.ac.jp

福岡こども短期
大学

【選択】幼児期の発達と運動遊
び・身体表現遊び

前半は、幼児期の発達について理解を深めると共に、幼児
の運動遊び指導に用いる機械器具運動（マット・跳び箱・鉄
棒）の効果的な指導方法及び補助方法について、理論と実
践の両面から理解を深める。また、午後は、幼児期の発達
を踏まえた歌遊び、手遊び、身近な素材を利用した身体表
現遊び等を実践的に学ぶ。これらの活動を通して、幼児期
運動指針でも取り上げられている多様な動きや洗練された
動きの体験に結び付く指導方法についても理解を深める。

瀧　信子（こども教育学科教授）
柳井　義裕（こども教育学科教授）
矢野　咲子（こども教育学科教授）
怡土　ゆき絵（こども教育学科准教授）
杉　秋成（こども教育学科講師）

福岡県太宰府
市

6時間 令和3年8月6日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年5月31日

令03-
35297-
505726号

092-922-7231　
(内線： 310)

http://www.fukuoka-
kodomo.ac.jp

蒲田保育専門学
校

【選択】教育内容の充実「現場実
技充実講座」

①日本の伝統文化である和太鼓は「打てば響く」といった単
純な構造、演奏方法であることから、誰にでも親しみやすく、
たたき方やリズムの取り方などを幼稚園等で指導できるよう
講習します。
②日本の国民が大切にしてきた伝統的な行事や季節の歌、
生活の歌、語り継ぎたい童謡から新しい歌について、幼稚
園等で指導できるような方法を講習します。子どもや保護者
とのコミュニケーションの重要性についての共通理解につい
て実践します。

吉武　まつ子（彩の国さいたま　親善大使）
藤田　佐知子（非常勤講師）

東京都大田区 6時間 令和3年8月4日 教諭
幼稚園教諭（小
学校教諭可）

8,000円 50人
令和3年4月19日～
令和3年5月14日

令03-
40009-
503391号

03-3741-7460　
(内線： 515)

http://www.kanno.ac.jp
/kamatahoiku/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

蒲田保育専門学
校

【選択】教育内容の充実「現場実
技充実講座」

①歌い、踊り、語ってきた人類の歴史を振り返りながら、ど
のようにしたら子ども達が「心を動かすか」に重点をおきなが
ら、指導する方法を実践します。ことば、動き、音が未分化
に発達する時期の子ども達に、これから、能力の関係を育
てながら指導する方法の講習をします。
②パネルシアターの作品を通して、その特徴や楽しさを知
り、基本を学び（復習）し、応用力を養うよう講習します。作
品を通して、構成力を養い、創意・工夫等について講習しな
がら、実演（発表）から、作品の魅力を発見し、いろいろ作品
の演じ方の講習をします。

二階堂　邦子（横浜女子短期大学　教授）
月下　和恵（非常勤講師）

東京都大田区 6時間 令和3年8月3日 教諭
幼稚園教諭（小
学校教諭可）

8,000円 50人
令和3年4月19日～
令和3年5月14日

令03-
40009-
503392号

03-3741-7460　
(内線： 515)

http://www.kanno.ac.jp
/kamatahoiku/

蒲田保育専門学
校

【選択】教育内容の充実「現場実
技充実講座」

①子どもの豊かな心情を育てるために、紙芝居の読み方や
手袋でつくるとことこ人形の作り方、実演など幼稚園等で指
導できるように講習します。
②子ども達は、何よりも楽しく遊ぶことが大事で、その中から
豊かな心が生まれ、丈夫な体ができていくものであると考え
ます。小さな時に生き生きと遊びながら学ぶことは、将来、
生きる力となって現れてくると確信しています。

竹内　エリカ（日本キッズコーチング協会　理事
長）
荒木　文子（非常勤講師）

東京都大田区 6時間 令和3年8月5日 教諭
幼稚園教諭（小
学校教諭可）

8,000円 50人
令和3年4月19日～
令和3年5月14日

令03-
40009-
503393号

03-3741-7460　
(内線： 515)

http://www.kanno.ac.jp
/kamatahoiku/

蒲田保育専門学
校

【選択】教育内容の充実「現場実
技充実講座」

①日本の伝統文化である和太鼓は「打てば響く」といった単
純な構造、演奏方法であることから、誰にでも親しみやすく、
たたき方やリズムの取り方などを幼稚園等で指導できるよう
講習します。
②日本の国民が大切にしてきた伝統的な行事や季節の歌、
生活の歌、語り継ぎたい童謡から新しい歌について、幼稚
園等で指導できるような方法を講習します。子どもや保護者
とのコミュニケーションの重要性についての共通理解につい
て実践します。

吉武　まつ子（彩の国さいたま　親善大使）
藤田　佐知子（非常勤講師）

東京都大田区 6時間 令和3年8月18日 教諭
幼稚園教諭（小
学校教諭可）

8,000円 50人
令和3年5月17日～

令和3年6月4日

令03-
40009-
503394号

03-3741-7460　
(内線： 515)

http://www.kanno.ac.jp
/kamatahoiku/

蒲田保育専門学
校

【選択】教育内容の充実「現場実
技充実講座」

①歌い、踊り、語ってきた人類の歴史を振り返りながら、ど
のようにしたら子ども達が「心を動かすか」に重点をおきなが
ら、指導する方法を実践します。ことば、動き、音が未分化
に発達する時期の子ども達に、これから、能力の関係を育
てながら指導する方法の講習をします。
②パネルシアターの作品を通して、その特徴や楽しさを知
り、基本を学び（復習）し、応用力を養うよう講習します。作
品を通して、構成力を養い、創意・工夫等について講習しな
がら、実演（発表）から、作品の魅力を発見し、いろいろ作品
の演じ方の講習をします。

二階堂　邦子（横浜女子短期大学　教授）
月下　和恵（非常勤講師）

東京都大田区 6時間 令和3年8月17日 教諭
幼稚園教諭（小
学校教諭可）

8,000円 50人
令和3年5月17日～

令和3年6月4日

令03-
40009-
503395号

03-3741-7460　
(内線： 515)

http://www.kanno.ac.jp
/kamatahoiku/

蒲田保育専門学
校

【選択】教育内容の充実「現場実
技充実講座」

①子どもの豊かな心情を育てるために、紙芝居の読み方や
手袋でつくるとことこ人形の作り方、実演など幼稚園等で指
導できるように講習します。
②子ども達は、何よりも楽しく遊ぶことが大事で、その中から
豊かな心が生まれ、丈夫な体ができていくものであると考え
ます。小さな時に生き生きと遊びながら学ぶことは、将来、
生きる力となって現れてくると確信しています。

竹内　エリカ（日本キッズコーチング協会　理事
長）
荒木　文子（非常勤講師）

東京都大田区 6時間 令和3年8月19日 教諭
幼稚園教諭（小
学校教諭可）

8,000円 50人
令和3年5月17日～

令和3年6月4日

令03-
40009-
503396号

03-3741-7460　
(内線： 515)

http://www.kanno.ac.jp
/kamatahoiku/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

草苑保育専門学
校

【選択】園芸

環境問題が大きく取り上げられる中で、土にふれ、命の神秘
に自ら向き合った経験がなければ自然を守る方法を考えて
いく事はできない。自然環境の理解を深める上でも身近な
植物の果たす役割は大きく、また食べ物としての植物を生き
物としてとらえる事で、育てる喜びを知る事は食に対する興
味を深める為にも大事な事である。食物を栽培する上での
基本を学び、園芸を通して自然を慈しむ心を育てていく為
に、児童幼児向けの園芸を教える為の基礎的要素を身につ
ける事を目標とする。

高浜　真理子（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和3年5月20日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和3年4月16日～
令和3年5月7日

令03-
40015-
504384号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】園芸

環境問題が大きく取り上げられる中で、土にふれ、命の神秘
に自ら向き合った経験がなければ自然を守る方法を考えて
いく事はできない。自然環境の理解を深める上でも身近な
植物の果たす役割は大きく、また食べ物としての植物を生き
物としてとらえる事で、育てる喜びを知る事は食に対する興
味を深める為にも大事な事である。食物を栽培する上での
基本を学び、園芸を通して自然を慈しむ心を育てていく為
に、児童幼児向けの園芸を教える為の基礎的要素を身につ
ける事を目標とする。

高浜　真理子（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和3年8月18日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和3年7月1日～
令和3年7月16日

令03-
40015-
504385号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】園芸

環境問題が大きく取り上げられる中で、土にふれ、命の神秘
に自ら向き合った経験がなければ自然を守る方法を考えて
いく事はできない。自然環境の理解を深める上でも身近な
植物の果たす役割は大きく、また食べ物としての植物を生き
物としてとらえる事で、育てる喜びを知る事は食に対する興
味を深める為にも大事な事である。食物を栽培する上での
基本を学び、園芸を通して自然を慈しむ心を育てていく為
に、児童幼児向けの園芸を教える為の基礎的要素を身につ
ける事を目標とする。

高浜　真理子（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和3年12月24日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和3年11月4日～
令和3年11月19日

令03-
40015-
504386号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】特別支援教育・保育

近年、増加傾向にあると思われる発達障がいを中心とす
る、いわゆる発達的課題を持つ子どもたちへの教育および
保育のあるべき方向性を探るべく、学習の機会を共有した
いと考える。発達的特徴とそれぞれに合わせた指導・対処
スキルを主たる内容とするものである。例えば、ASDや
ADHDの特性を抱える子どもたちに対して、その障がいゆえ
の認知的な特徴を踏まえた効果的な指導の方法、ならびに
生活から学習の範囲における対応の工夫まで応用的な事
例を取り入れながら提供したいと考える。

橋場　隆（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和3年5月22日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和3年4月16日～
令和3年5月7日

令03-
40015-
504387号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】特別支援教育・保育

近年、増加傾向にあると思われる発達障がいを中心とす
る、いわゆる発達的課題を持つ子どもたちへの教育および
保育のあるべき方向性を探るべく、学習の機会を共有した
いと考える。発達的特徴とそれぞれに合わせた指導・対処
スキルを主たる内容とするものである。例えば、ASDや
ADHDの特性を抱える子どもたちに対して、その障がいゆえ
の認知的な特徴を踏まえた効果的な指導の方法、ならびに
生活から学習の範囲における対応の工夫まで応用的な事
例を取り入れながら提供したいと考える。

橋場　隆（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和3年8月21日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和3年7月1日～
令和3年7月16日

令03-
40015-
504388号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

草苑保育専門学
校

【選択】特別支援教育・保育

近年、増加傾向にあると思われる発達障がいを中心とす
る、いわゆる発達的課題を持つ子どもたちへの教育および
保育のあるべき方向性を探るべく、学習の機会を共有した
いと考える。発達的特徴とそれぞれに合わせた指導・対処
スキルを主たる内容とするものである。例えば、ASDや
ADHDの特性を抱える子どもたちに対して、その障がいゆえ
の認知的な特徴を踏まえた効果的な指導の方法、ならびに
生活から学習の範囲における対応の工夫まで応用的な事
例を取り入れながら提供したいと考える。

橋場　隆（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和3年12月25日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和3年11月4日～
令和3年11月19日

令03-
40015-
504389号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】子どもの健康と安全

幼稚園教諭へ向けた研修で関心度の高い『感染症対策』
『アレルギー対応』『安全対策』について、個々の知識だけに
留めず組織として取り組めるよう、実践に繋げることができ
る内容としている。また、病気や障がいをもった子どもへの
対応についても相談が多いが、それらを学ぶ機会は少な
い。急速に進歩する小児医療に対し、その後の受け皿とし
て機能できるよう病気や障がいの概要と対応の基本につい
て学ぶ。

梅﨑　あき（非常勤講師） 東京都豊島区 6時間 令和3年5月21日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和3年4月16日～
令和3年5月7日

令03-
40015-
504390号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】保育現場における人間関
係の解決策と今後の課題

保育現場における人間関係で困っている内容をアンケート
で取り、それに基づいて講義、ディスカッション（ワールドカ
フェ）を行い、講義の中には、アンガーマネジメント等を取り
入れて、現場で役に立つ内容にする。

氏家　博子（専任講師） 東京都豊島区 6時間 令和3年8月19日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和3年7月1日～
令和3年7月16日

令03-
40015-
504391号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

草苑保育専門学
校

【選択】保育者・支援者における
子育て支援

保護者の悩みとして多く挙がるのが子育てに関することであ
り、多くの保育者・支援者のかたが「保護者と信頼関係を築
くことが難しい」と悩んでいることが伺えます。
講習会では、ワークショップ形式でソーシャルスキル（自己
理解・他者理解・協調の3ステップ）と、子育て支援に生かし
たい「セルフコーチング」を学ぶこととします。

小玉　絹江（専任講師） 東京都豊島区 6時間 令和3年12月27日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
7,000円 90人

令和3年11月4日～
令和3年11月19日

令03-
40015-
504392号

03-3953-4016
https://www.soen.ac.jp
/

岩手県教育委員
会

【選択】小学校教諭「教科外」１

小学校に関わる児童理解力や授業実践力等における構成
要素、家庭・地域連携や情報活用能力、そして経験や年齢
に応じて必要とされる力について、指導や実践の具体に触
れながら、学校・児童の実態に即した指導力向上を図る。

小野寺　哲男（学校教育課　首席指導主事兼義
務教育課長），菊池　一章（学校教育課　首席
指導主事兼学力向上課長），楠美　富栄（学校
調整課　主任指導主事），軍司　悟（学校調整
課　首席指導主事兼産業・復興教育課長），
佐々木　昭子（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事），小野寺　基（岩手県立総合教育
センター　研修指導主事），新沼　智之（岩手県
立総合教育センター　研修指導主事），藤原　
安生（生涯学習文化財課　総括課長），瀬谷　
圭太（県南教育事務所　指導主事），中野　誉
史（岩手県立総合教育センター　研修指導主
事），平　浩一（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事），藤原　正男（盛岡市立都南東小
学校　校長），佐藤　隆司（葛巻町立葛巻小学
校　校長），小島　正弘（花巻市立矢沢小学校　
校長），柳村　栄（元盛岡市立山岸小学校校長）

岩手県花巻市 6時間 令和3年7月28日 教諭
岩手県内に勤務
する小学校教諭

0円 200人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505396号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手県教育委員
会

【選択】小学校教諭「教科外」２

小学校に関わる児童理解力や授業実践力等における構成
要素、家庭・地域連携や情報活用能力、そして経験や年齢
に応じて必要とされる力について、指導や実践の具体に触
れながら、学校・児童の実態に即した指導力向上を図る。

小野寺　哲男（学校教育課　首席指導主事兼義
務教育課長），菊池　一章（学校教育課　首席
指導主事兼学力向上課長），楠美　富栄（学校
調整課　主任指導主事），軍司　悟（学校調整
課　首席指導主事兼産業・復興教育課長），
佐々木　昭子（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事），小野寺　基（岩手県立総合教育
センター　研修指導主事），新沼　智之（岩手県
立総合教育センター　研修指導主事），藤原　
安生（生涯学習文化財課　総括課長），瀬谷　
圭太（県南教育事務所　指導主事），中野　誉
史（岩手県立総合教育センター　研修指導主
事），平　浩一（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事），藤原　正男（盛岡市立都南東小
学校　校長），佐藤　隆司（葛巻町立葛巻小学
校　校長），小島　正弘（花巻市立矢沢小学校　
校長），柳村　栄（元盛岡市立山岸小学校校長）

岩手県花巻市 6時間 令和4年1月7日 教諭
岩手県内に勤務
する小学校教諭

0円 200人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505397号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】小学校教諭「教科等」１

小学校の実情を踏まえ、実技教科を中心に学習指導要領
改訂の趣旨に沿った指導の基本的な在り方について、各教
科の特性を把握し、演習や実験、実技を通して理解を深め、
授業改善の具体策を考察し、授業力の向上を図る。

柳原　政輝（学校教育課　主任指導主事），髙橋　
国博（岩手県立総合教育センター　主任研修指導主
事），黄川田　泰幸（岩手県立総合教育センター　
研修指導主事），川又　謙也（岩手県立総合教育セ
ンター　研修指導主事），藤枝　昌利（岩手県立総
合教育センター　研修指導主事），菊池　新司（岩
手県立総合教育センター　研修指導主事），角野　
裕子（岩手県立総合教育センター　研修指導主
事），福田　勝雄（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事），千田　満代（岩手県立総合教育セン
ター　主任研修指導主事），佐々木　昭子（岩手県
立総合教育センター　研修指導主事），大渕　秀樹
（県北教育事務所　指導主事），吉田　澄江（岩手
県立総合教育センター　主任指導主事），細田　多
聞（保健体育課　主任指導主事），齊藤　智彦（盛
岡教育事務所　主任指導主事），赤坂　裕子（岩手
県立総合教育センター　研修指導主事），柳原　和
歌子（県南教育事務所　指導主事），加藤　均（盛
岡市立杜陵小学校　副校長），吉田　隆（宮古市立
磯鶏小学校　主幹教諭）

岩手県花巻市 12時間
令和3年7月29日～
令和3年7月30日

教諭
岩手県内に勤務
する小学校教諭

0円 200人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505398号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手県教育委員
会

【選択】小学校教諭「教科等」２

小学校の実情を踏まえ、実技教科を中心に学習指導要領
改訂の趣旨に沿った指導の基本的な在り方について、各教
科の特性を把握し、演習や実験、実技を通して理解を深め、
授業改善の具体策を考察し、授業力の向上を図る。

柳原　政輝（学校教育課　主任指導主事），髙橋　
国博（岩手県立総合教育センター　主任研修指導主
事），黄川田　泰幸（岩手県立総合教育センター　
研修指導主事），川又　謙也（岩手県立総合教育セ
ンター　研修指導主事），藤枝　昌利（岩手県立総
合教育センター　研修指導主事），菊池　新司（岩
手県立総合教育センター　研修指導主事），角野　
裕子（岩手県立総合教育センター　研修指導主
事），福田　勝雄（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事），千田　満代（岩手県立総合教育セン
ター　主任研修指導主事），佐々木　昭子（岩手県
立総合教育センター　研修指導主事），大渕　秀樹
（県北教育事務所　指導主事），吉田　澄江（岩手
県立総合教育センター　主任指導主事），細田　多
聞（保健体育課　主任指導主事），齊藤　智彦（盛
岡教育事務所　主任指導主事），赤坂　裕子（岩手
県立総合教育センター　研修指導主事），柳原　和
歌子（県南教育事務所　指導主事），加藤　均（盛
岡市立杜陵小学校　副校長），吉田　隆（宮古市立
磯鶏小学校　主幹教諭）

岩手県花巻市 12時間
令和4年1月11日～
令和4年1月12日

教諭
岩手県内に勤務
する小学校教諭

0円 200人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505399号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科外」

問題行動の対応、復興教育の取組、情報活用能力（情報モ
ラルを含む）、道徳教育、地域と学校の連携・協働に関する
内容から二つを選択し、指導改善の具体策を考察する。さら
に、年代に応じて身に付けたいマネジメント力に関わる基本
的事項を理解する。

小野寺　哲男（学校教育課　首席指導主事兼義
務教育課長）
菊池　一章（学校教育課　首席指導主事兼学力
向上課長）
楠美　富栄（学校調整課　主任指導主事）
軍司　悟（学校調整課　首席指導主事兼産業・
復興教育課長）
佐々木　昭子（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事）
小野寺　基（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
新沼　智之（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
毛内　嘉威（秋田公立美術大学　副学長・教授）
藤原　安生（生涯学習文化財課　総括課長）
丸橋　友之（花巻市立宮野目中学校　校長）
藤岡　宏章（盛岡市立黒石野中学校　校長）
田村　忠（岩手大学　教職大学院　特命教授）

岩手県花巻市 6時間 令和3年8月10日 教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

0円 250人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505400号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」国
語

中学校国語科学習指導の基礎的事項を確認し、学習指導
要領の趣旨に沿った指導改善のポイントを考察する。読む
ことの指導を中心に、言語活動の充実を図る授業づくりを理
解する。書写指導のポイントについて理解する。

児玉　忠（宮城教育大学　教育学部教授）
後澤　大世（学校教育課　主任指導主事）
小原　ひとみ（岩手県立総合教育センター　主
任研修指導主事）
河野　俊治（遠野市立附馬牛小学校　副校長）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月5日～
令和3年8月6日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（国語）
0円 30人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505401号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」社
会

中学校社会科では、表面的な知識の定着を重視した授業展
開が多く認められる。そこで、生徒の学習意欲を高め、思考
力・判断力・表現力を育み、社会科としての学力を総合的に
身に付けるための授業の在り方を考察する。

柳原　政輝（学校教育課　主任指導主事）
菊池　勉（岩手県立総合教育センター　主任研
修指導主事）
澤井　陽介（国士舘大学　体育学部子どもス
ポーツ教育学科教授）
佐藤　正寿（東北学院大学　文学部教育学科教
授）
菅井　雅之（盛岡市立仙北中学校　校長）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月5日～
令和3年8月6日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（社会）
0円 30人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505402号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」数
学

各種調査結果や学習指導要領の趣旨に沿った数学科教育
の在り方についての考察を通して、中学校数学の授業改善
に資する。また、「資質・能力」、「見方・考え方」を意識した授
業の在り方について、講義と演習を通して理解を深める。

中村　好則（岩手大学　教育学部　教授）
田村　大樹（学校教育課　指導主事）
佐藤　真（岩手県立総合教育センター　研修指
導主事）
佐藤　宏行（学校教育課　指導主事）
立花　正男（岩手大学大学院　教育学研究科教
授）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月5日～
令和3年8月6日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（数学）
0円 40人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505403号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」理
科

学習指導要領（平成29年3月告示）の趣旨や諸調査結果に
基づいた理科教育の在り方についての考察を通して、中学
校理科の授業改善に資する。また、観察・実験の充実を図
る教材開発や指導法について、実験や演習を通して考察す
る。

小松　順一（学校教育課　主任指導主事）
角野　裕子（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
藤枝　昌利（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
菊池　新司（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
髙橋　国博（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）
黄川田　泰幸（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事）
川又　謙也（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月5日～
令和3年8月6日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（理科）
0円 30人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505404号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」音
楽

これまで行ってきた音楽科の授業を振り返り、その成果と課
題を確認するとともに、学習指導要領の趣旨を生かした歌
唱及び器楽の授業の進め方についての演習を通して、中学
校音楽科における授業改善の方向性を明らかにする。

赤坂　裕子（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
佐藤　太一（埼玉大学教育学部附属中学校　副
校長）
菊池　和裕（盛岡教育事務所　指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月5日～
令和3年8月6日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（音楽）
0円 15人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505405号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」美
術

平成29年3月に告示された学習指導要領の趣旨に基づいた
美術科の授業改善について、題材設定や授業づくりの視点
から理解する。また、資質・能力の育成のためのA表現及び
B鑑賞の活動における指導と評価の具体について、講義と
演習を通して考察する。

福田　勝雄（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
佐々木　俊江（盛岡市立下橋中学校　指導教
諭）
佐藤　智一（花巻市立矢沢中学校　校長）
佐藤　利江子（沿岸南部教育事務所　指導主
事）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月5日～
令和3年8月6日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（美術）
0円 15人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505406号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」保
健体育

学習指導要領を踏まえた適切な教育課程の編成や、指導と
評価の一体化に向けた評価規準の在り方について学び、豊
かなスポーツライフを実現する体育学習の進め方や、生徒
の実践力を高める保健学習の在り方を考察する。

大越　正大（東海大学　体育学部体育学科教
授）
小野　甚市（保健体育課　主任指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月5日～
令和3年8月6日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（保健体育）
0円 35人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505407号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」技
術

学習指導要領における４つの内容（材料と加工、エネル
ギー変換、生物育成、情報）に関する最新の技術科指導の
動向について把握し、実態に即した知識と技能の修得を通
して、具体的な授業改善の在り方について考察する。

佐々木　勝義（学校教育課　主任指導主事）
三浦　伸也（県北教育事務所　指導主事）
高橋　光広（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）
宮川　洋一（岩手大学　教育学部教授）
奥田　昌夫（一関市立花泉中学校　校長）
信夫　辰規（宮古教育事務所　指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月5日～
令和3年8月6日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（技術）
0円 15人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505408号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」家
庭

学習指導要領における３つの内容に関連する最新の家庭
科指導の動向の把握と、家庭科指導の実態に即し、今後必
要とされる知識と技能の修得を通して、自己の教科指導を
客観的に見つめる場を設定しながら具体的な授業改善の在
り方を考察する。

千田　満代（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）
天木　桂子（岩手大学　教育学部教授）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月5日～
令和3年8月6日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭

（家庭）
0円 15人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505409号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】中学校教諭「教科等」外
国語（英語）

学習指導要領の趣旨に沿った、英語科教育における授業
の在り方や展開の方法などについて、英語科の指導に関わ
る基本的事項を理解する。また、講義と演習を通して、指導
と評価の一体化を図る授業の在り方を考察する。

髙橋　健（学校教育課　指導主事）
鈴木　渉（宮城教育大学　教育学部准教授）
村野井　仁（東北学院大学　文学部教育学科教
授）
中野　誉史（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月5日～
令和3年8月6日

教諭
岩手県内に勤務
する中学校教諭
（外国語（英語））

0円 35人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505410号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科外」

年代別にマネジメント力に関わる内容について理解し、その
活用について考察する。コミュニケーション能力の育成を必
修、特別支援、情報活用能力、復興、教育法規、地域連携
を選択とし、指導改善の具体策を考察する。

須川　和紀（学校教育課　首席指導主事兼高校
教育課長）
川又　謙也（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
上柿　剛（岩手県立久慈高等学校　校長）
鈴木　裕（岩手県立西和賀高等学校　校長）
佐々木　修一（富士大学　経営法学科教授）
軍司　悟（学校調整課　首席指導主事兼産業・
復興教育課長）
佐々木　昭子（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事）
小野寺　基（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
新沼　智之（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
礒部　隆宏（教職員課　主任経営指導主事）
田代　由希（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）
藤原　安生（生涯学習文化財課　総括課長）

岩手県花巻市 6時間 令和3年8月2日 教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭
0円 200人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505411号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
国語

新学習指導要領の趣旨や内容を理解し、「主体的・対話的
で深い学び」の実現を目指した授業とはどう在るべきかを念
頭に置き、学校が抱える問題や課題等に学習指導要領の
観点からどのようにアプローチできるのか実例を挙げて考
察する。特に、評価を踏まえた授業構想を通して国語科の
授業改善の具体を学ぶ。

高橋　直樹（学校教育課　主任指導主事）
遠藤　可奈子（盛岡大学　文学部日本文学科教
授）
前川　啓太郎（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事）
田中　孝一（川村学園女子大学　文学部特任教
授）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（国語）
0円 30人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505412号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
地理歴史・公民

新学習指導要領の趣旨に基づいた授業改善を、生徒が主
体的に学習に取り組む態度を養う視点から考察する。さら
に、日々の授業を充実させるための地理歴史科・公民科教
師の在り方を多様な視点から見つめ直す講習とする。

菊地　健（学校教育課　主任指導主事）
小池　光浩（学校調整課　指導主事）
大前　昌己（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
佐々木　幸寿（東京学芸大学　総合教育科学系
教授）
鈴木　尚（岩手県立大東高等学校　校長）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭

岩手県内に勤務
する高等学校教
諭（地理歴史･公

民）

0円 15人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505413号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
数学

新学習指導要領の趣旨や内容を踏まえ、「主体的・対話的
で深い学び」を実現するための授業の在り方について、数
学的活動をキーワードに分析し、生徒に育む資質・能力を
見つめ直すことで、授業改善の視点を考察する。

亀山　丈（学校教育課　主任指導主事）
鈴木　広樹（岩手県立釜石高等学校　校長）
及川　伸也（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
田鎖　伸也（学校教育課　主任指導主事）
大村　東道（学校教育課　主任指導主事）
佐藤　篤（東北学院大学　教養学部情報科学科
准教授）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（数学）
0円 30人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505414号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
理科

新学習指導要領の趣旨に基づいた教育課程の編成や評価
について考察する。また、義務教育との系統性を重視し、生
徒の意欲・関心を高める指導について、ICTを活用した観
察、実験・実習を通じて理科教員としての専門性の向上に
資する。

藤原　忠雄（富士大学　経済学部経済学科教
授）
川又　謙也（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
菊池　新司（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
角野　裕子（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
砂沢　剛（学校教育課　指導主事）
髙橋　国博（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（理科）
0円 30人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505415号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
保健体育

新学習指導要領を踏まえた適切な教育課程の編成や指導
と評価の一体化に向けた評価規準の在り方、体育理論をも
とにした授業づくりや体つくり運動の授業の充実など豊かな
スポーツライフを実現する体育学習、また、指導と評価が一
体化した単元構造による保健の授業づくり等生きる力を育
む保健学習の進め方について考察する。

大越　正大（東海大学　体育学部体育学科教
授）
葛尾　欣児（保健体育課　指導主事）
清水　将（岩手大学　教育学部保健体育科准教
授）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教
諭（保健体育）

0円 25人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505416号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
外国語（英語）

新学習指導要領や評価の趣旨と内容を分析し、新学習指
導要領の目標を実現するために、現代の英語教育指導法
やテスティング理論と実践などを学び、最新の英語教育法を
身に付ける。特に、小・中・高の接続を意識した授業や評価
について理解を深める。

五十嵐　忠義（岩手県立総合教育センター　主
任研修指導主事）
三浦　顕悟（学校教育課　主任指導主事）
村野井　仁（東北学院大学　文学部教育学科教
授）
渡部　良典（上智大学大学院　言語科学研究科
教授）
山田　知弘（学校教育課　主任指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭

岩手県内に勤務
する高等学校教
諭（外国語（英

語））

0円 30人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505417号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
家庭

新学習指導要領の趣旨と内容について分析すると共に、各
科目の目標を実現するために、評価の基本的事項を確認し
たり、演習による指導法を体験したりし、日々の授業に活か
すことのできる家庭科の指導改善について考察する。

関　リエ（学校教育課　指導主事）
太田　優子（岩手県立花北青雲高等学校　校
長）
佐々木　昭子（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事）
天木　桂子（岩手大学　教育学部教授）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（家庭）
0円 15人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505418号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
農業

新学習指導要領の内容や、各校の実状を踏まえた適切な
教育課程の編成について考察する。また、「プロジェクト学
習法」の理論と実践力を身に付け、指導改善の具体につい
て把握するとともに、高度な農業技術を習得する。

市丸　成彦（学校調整課　主任指導主事）
小船　光浩（岩手県立大迫高等学校　校長）

岩手県金ケ崎
町

12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（農業）
0円 10人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505419号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
工業

新学習指導要領の趣旨と内容を理解し、工業の実践的な技
術・技能の指導法、高等教育や産業界の現状について学
ぶ。実技研修として、３Ｄ－ＣＡＤ実習または電気系保全作
業実習を取り入れ、工業科の指導の向上に資する。

高橋　修（岩手県立黒沢尻工業高等学校　指導
教諭）
宮沢　一裕（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
尾﨑　芳彦（学校調整課　主任指導主事）
吉田　正道（一関工業高等専門学校　校長）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（工業）
0円 15人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505420号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
商業

新学習指導要領の趣旨と内容を理解し、岩手県の高等学
校の現状を踏まえ、産業社会の進展を考慮した商業教育の
在り方やビジネスの諸活動に対応できる実践的な教科指導
について考察を深めることにより、授業力の向上と授業改善
に資する。

高橋　幸美（学校調整課　主任指導主事）
田中　耕之助（北日本高等学院　星北高等学園　
校長）
三浦　幸哉（岩手県立宮古商工高等学校　副校
長）
新沼　智之（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
軽部　大（一橋大学　経営管理研究科教授）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（商業）
0円 10人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505421号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
水産

新学習指導要領の周知と各校の実態と産業社会を考慮し
た実践的な水産教育の在り方を考察し、授業力の充実を図
る。研究機関や教育現場の各分野からの講師による講義を
通して水産業に関する最新の知見を学ぶとともに岩手の水
産業の特徴について知る。

和田　秀雄（岩手県立久慈東高等学校　副校
長）
阿部　一彦（岩手県立宮古水産高等学校　指導
教諭）
後藤　友明（岩手大学　農学部准教授）
山本　敬久（岩手県立宮古水産高等学校　指導
教諭）
小笠原　直人（岩手県立総合教育センター　研
修指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（水産）
0円 5人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505422号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
福祉

新学習指導要領の趣旨と内容を理解し、各校の実情と現代
社会の現状を考慮した実践的な福祉教育の在り方を考察
し、授業力の充実を図る。専門的な知識と経験を有する大
学講師による講義と演習を通し、福祉に関する最新の知見
を学ぶ。

柏葉　英美（岩手県立大学　社会福祉学部准教
授）
関　リエ（学校教育課　指導主事）
田中　尚（東北福祉大学　総合福祉学部教授）
佐藤　貴生（岩手県立紫波総合高等学校　指導
教諭）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（福祉）
0円 5人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505423号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】高等学校教諭「教科等」
情報

新学習指導要領の趣旨や内容を踏まえ、「主体的・対話的
で深い学び」を実現するための授業の在り方について学び、
生徒に育む資質・能力を見つめ直すことで、授業改善の視
点を考察する。

多田　拓章（学校調整課　主任指導主事）
三田　正巳（岩手県立釜石高等学校　副校長）
平松　敏康（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
市川　尚（岩手県立大学　准教授）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

教諭
岩手県内に勤務
する高等学校教

諭（情報）
0円 15人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505424号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】特別支援学校教諭「教科
外」

特別支援教育の現状と課題を踏まえ、特別支援教育の理
念である自立と社会参加に向けた校内外の支援として、情
報活用能力の育成、保護者や地域と連携した児童生徒支
援の在り方について、演習や実技を通して考察をする。ま
た、年代に応じて身に付けたいマネジメントに関わる事項を
理解し、指導力の向上を図る。

高橋　縁（学校教育課　首席指導主事兼特別支
援教育課長）
小澤　千殖（岩手県立気仙光陵支援学校　校
長）
工藤　弘毅（岩手県立久慈拓陽支援学校　校
長）
鈴木　長幸（あさあけの園　施設長）
太田　崇（岩手県立総合教育センター　研修指
導主事）
田代　由希（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）
岩井澤　通代（岩手県立総合教育センター　主
任研修指導主事）
片方　元昭（生涯学習文化財課　主任指導主
事）
軍司　悟（学校調整課　首席指導主事兼産業・
復興教育課長）

岩手県花巻市 6時間 令和3年7月28日 教諭
岩手県内に勤務
する特別支援学

校教諭
0円 80人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505425号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】特別支援学校教諭「教科
等」

特別支援学校学習指導要領に示される各教科等の目標、
内容を踏まえた教育課程編成や授業づくりの在り方や、障
がい特性を考慮した教科指導における具体的支援等につ
いて、演習や実践事例に基づく協議を通して考察し、実践的
な授業力の向上を図る。

阿部　真弓（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）
辻　誠一（東北福祉大学　教育学部准教授）
大西　孝志（東北福祉大学　教育学部教授）
岩井澤　通代（岩手県立総合教育センター　主
任研修指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和3年7月29日～
令和3年7月30日

教諭
岩手県内に勤務
する特別支援学

校教諭
0円 80人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505426号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】養護教諭「専門Ⅰ」

現代的健康課題解決のため、養護教諭が学校保健活動の
推進にあたって中核的な役割を果たしていることから、最新
の専門的知識を得るとともに、児童生徒、教職員、及び保護
者・地域等に対応するための必要な力（マネジメント・コー
ディネート、コミュニケーション等）の向上を図る。また年代に
応じて身につけたいマネジメントに関わる事項を理解し、実
際の教育活動の場における活用について考察する。

清川　義彦（保健体育課　首席指導主事兼総括
課長）
遠藤　明子（保健体育課　指導主事）
佐々木　和子（盛岡市立仙北中学校　指導養護
教諭）
中村　誠子（盛岡市立永井小学校　指導養護教
諭）
永井　悦子（二戸市立福岡小学校　指導養護教
諭）
平澤　恒子（保健体育課　指導主事）

岩手県花巻市 6時間 令和3年8月2日
養護教

諭
岩手県内に勤務
する養護教諭

0円 30人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505427号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】養護教諭「専門Ⅱ」

現代的健康課題解決のため、養護教諭が学校保健活動の
推進にあたって中核的な役割を果たしていることから、最新
の専門的知識を得るとともに、児童生徒、教職員、及び保護
者・地域等に対応するための必要な力（マネジメント・コー
ディネート、コミュニケーション等）の向上を図る。また年代に
応じて身につけたいマネジメントに関わる事項を理解し、実
際の教育活動の場における活用について考察する。

野津　有司（筑波大学　名誉教授）
小林　央美（弘前大学大学院　教育学研究科教
職実践専攻　教授）
千田　雅子（岩手県立総合教育センター　研修
指導主事）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

養護教
諭

岩手県内に勤務
する養護教諭

0円 30人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505428号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

岩手県教育委員
会

【選択】栄養教諭「専門Ⅰ」

学校における食育推進の中心的な役割が果たせるよう、学
校給食の管理と食に関する指導を一体的なものとして展開
するための基盤となる知識や技術などについて講義や演習
を通して栄養教諭としての専門性を身に付ける。

根澤　倫子（保健体育課　指導主事）
千田　満代（岩手県立総合教育センター　主任
研修指導主事）

岩手県花巻市 6時間 令和3年8月2日
栄養教

諭
岩手県内に勤務
する栄養教諭

0円 10人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505429号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

岩手県教育委員
会

【選択】栄養教諭「専門Ⅱ」

学校における食育推進の中心的な役割が果たせるよう、学
校給食の管理と食に関する指導を一体的なものとして展開
するための基盤となる知識や技術などについて講義や演習
を通して栄養教諭としての専門性を身に付ける。

大野　智子（青森県立保健大学　健康科学部准
教授）
清川　義彦（保健体育課　首席指導主事兼総括
課長）
浅沼　美由希（岩手県立大学短期大学部　生活
科学科講師）
根澤　倫子（保健体育課　指導主事）
岩井澤　通代（岩手県立総合教育センター　主
任研修指導主事）
真壁　信義（盛岡市立山岸小学校　校長）

岩手県花巻市 12時間
令和3年8月3日～
令和3年8月4日

栄養教
諭

岩手県内に勤務
する栄養教諭

0円 10人

令和3年6月7日～
令和3年6月30日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50050-
505430号

019-629-6124

https://www.pref.iwate.
jp/kyouikubunka/kyouik
u/kyoushokuin/kyouin/i
ndex.html

秋田県教育委員
会

【選択】各教科等の指導における
言語活動の充実

「言語活動の充実」についての基本的な考え方や各教科等
における指導と評価のポイントを確認するとともに、各教科
に分かれての言語活動を位置付けた指導の実践発表を通
して、思考力・判断力・表現力等を育む実践的指導力の向
上を図る。

物部　長幸（秋田県総合教育センター指導主
事）
藤谷　寛（秋田県総合教育センター指導主事）

秋田県潟上市 6時間 令和3年9月9日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭

0円 45人

令和3年4月16日～
令和3年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令03-
50090-
504348号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】子どもと創る生活科授業
の在り方

生活科における気付きの質を高めるための指導の工夫や、
幼小連携を生かした教育活動の在り方について、所属校で
の実践事例の発表や小学校の「スタートカリキュラム」と幼
稚園・保育所・幼保連携型認定こども園等の「５歳児年間保
育計画」等を用いた協議・演習を通して理解を深め、主体
的・対話的で深い学びの実現に向け、実践的な指導力の向
上を図る。

稲岡　寛（秋田県総合教育センター指導主事）
黒澤　進（秋田県総合教育センター主任指導主
事）

秋田県潟上市 6時間 令和3年10月29日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・幼保
連携型認定こど
も園保育教諭

0円 24人

令和3年4月16日～
令和3年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令03-
50090-
504349号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】図画工作科の授業改善

学習指導要領の総則を踏まえ、小学校学習指導要領解説
図画工作編や様々な具体的な事例を基に、図画工作科で
育成する資質・能力についての理解を深める。また、具体的
な指導方法については、演習などを通して授業のねらいと
照らし合わせながらその是非を考え、実感的に理解を深め
る。

田森　舞（秋田県総合教育センター指導主事） 秋田県潟上市 6時間 令和3年6月25日 教諭 小学校教諭 0円 18人

令和3年4月16日～
令和3年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令03-
50090-
504350号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】育成する資質・能力から
考える美術の授業

中学校美術科と高等学校芸術科（美術）の教諭を対象に、
各校種の学習指導要領を踏まえたこれからの美術科・芸術
科（美術）の授業づくりについて考えたり、校種間を貫く視点
から身に付けさせる資質や能力を捉え、具体的な事例を基
に指導力を高める。また、表現と鑑賞の関連を図った授業
づくりについての理解を深める。

田森　舞（秋田県総合教育センター指導主事） 秋田県潟上市 6時間 令和3年9月24日 教諭
中学校教諭・高
等学校教諭（美

術）
0円 16人

令和3年4月16日～
令和3年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令03-
50090-
504351号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】中学校保健体育科授業
の充実

中学校学習指導要領解説保健体育編にある保健体育科の
目標及び内容を具現化した授業づくりのために、講義や実
技・演習によって学習指導要領の理解を深めるとともに、担
当する学年の学習指導案や授業で使用した学習シート等を
持ち寄って協議をするなど実践的な指導力を養う。

萩原　亨（秋田県総合教育センター指導主事）
小松　永稔（秋田県総合教育センター指導主
事）

秋田県潟上市 6時間 令和3年6月25日 教諭
中学校教諭（保

健体育）
0円 11人

令和3年4月16日～
令和3年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令03-
50090-
504352号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】高等学校保健体育科授
業の充実

高等学校学習指導要領解説保健体育編・体育編にある保
健体育科の目標及び内容を具現化した授業づくりのため
に、講義や実技・演習によって学習指導要領の理解を深め
るとともに、担当する学年の学習指導案や授業で使用した
学習シート等を持ち寄って協議をするなど実践的な指導力
を養う。

萩原　亨（秋田県総合教育センター指導主事）
小松　永稔（秋田県総合教育センター指導主
事）

秋田県潟上市 6時間 令和3年7月2日 教諭
高等学校教諭
（保健体育）

0円 15人

令和3年4月16日～
令和3年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令03-
50090-
504353号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】社会の変化に対応した技
術・家庭科の授業

社会の変化に対応し改善が図られた新学習指導要領の趣
旨を理解し、これからの技術・家庭科教育の在り方について
の講義や、生活での応用・発展を目指した授業の工夫につ
いての演習や実験・実習等を通して、実践的な指導力を高
める。

斉藤　誠良（秋田県総合教育センター指導主
事）
部谷　靖子（秋田県総合教育センター指導主
事）
木村　美奈子（秋田県総合教育センター指導主
事）

秋田県潟上市 6時間 令和3年9月17日 教諭
中学校教諭（技

術、家庭）
0円 14人

令和3年4月16日～
令和3年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令03-
50090-
504354号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

秋田県教育委員
会

【選択】小・中学校道徳教育推進
研修講座

道徳教育及び特別の教科道徳について講義を通して理解
を深める。また、自校または個人における、道徳教育の充実
や道徳の授業改善に向けた取組について発表・協議し、実
践的な推進力を身に付ける。

木村　美奈子（秋田県総合教育センター指導主
事）
小野寺　輝子（秋田県総合教育センター主任指
導主事）
藤谷　寛（秋田県総合教育センター指導主事）

秋田県潟上市 6時間 令和3年7月28日 教諭
小学校教諭・中

学校教諭
0円 27人

令和3年4月16日～
令和3年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令03-
50090-
504355号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】高等学校道徳教育推進
研修講座

道徳教育の今日的課題と学習指導要領の改訂についての
講義を通し、道徳教育の推進に向けた基本的な考え方を理
解する。また、自校の全体計画をもとに、演習・協議を通し
て、道徳教育の推進についての具体的なイメージをもつ。

木村　美奈子（秋田県総合教育センター指導主
事）
小野寺　輝子（秋田県総合教育センター主任指
導主事）
加藤　昌宏（秋田県総合教育センター指導主
事）

秋田県潟上市 6時間 令和3年6月10日 教諭 高等学校教諭 0円 19人

令和3年4月16日～
令和3年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令03-
50090-
504356号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

秋田県教育委員
会

【選択】魅力ある特別活動を目指
して

学習指導要領解説特別活動編を基に特別活動に関する基
本的な事項や在り方について理解を深めるとともに、自発
的・自治的な特別活動の充実を考えたり、学級活動や学校
行事を活性化するための取組を発表・協議したりして、実践
的な指導力を高める。

小松　永稔（秋田県総合教育センター指導主
事）
森川　剛（秋田県総合教育センター指導主事）

秋田県潟上市 6時間 令和3年6月25日 教諭
小学校教諭・中

学校教諭
0円 27人

令和3年4月16日～
令和3年4月24日

(備考　指定研修受講
者を対象に行うため、
一般募集は行わない)

令03-
50090-
504357号

018-860-5141
https://www.pref.akita.l
g.jp/

宇都宮市教育委
員会

【選択】Q-U活用研修

中堅教諭等資質向上研修の講座該当者のうち免許状更新
講習受講者に対して、いじめ、不登校未然防止に資するよう
な教育相談における指導力を高めるとともに、Q-U検査の
実施方法や結果の見方、活用の仕方についての理解を深
め、校内における事例検討において、リーダーシップを発揮
する指導力を高める。

粕谷　貴志（奈良教育大学　教職大学院　教
授）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和3年6月18日 教諭
小学校、中学校

の教諭
0円 30人

令和3年5月6日～
令和3年5月28日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん。)

令03-
50180-
504652号

028-632-2726
受講者への連絡をHP
で行わないため

長野市教育委員
会

【選択】キャリアアップ研修Ⅲ①②

長野市の小・中学校教員を対象に、これまでの自己実践を
振り返ることを通して、教員としての在り方や今後のキャリア
アップについて考える。また、ミドルリーダーとして高めるべ
き資質能力（主に学年組織マネジメントや学校組織マネジメ
ントの基礎知識、リスクマネジメントの在り方）を学ぶととも
に、ストレスマネジメントなど感情と上手く向き合うことの必
要性を学ぶ。

荒井　英治郎（信州大学　准教授）
今井　睦俊（長野市教育センター主任指導主
事）
木村　公男（長野市教育センター指導主事）
石井　秀昌（長野市教育センター指導主事）

長野県長野市 6時間
令和3年10月18日、
令和3年10月25日

教諭
養護教

諭

長野市立小・中
学校に勤務する
教諭・養護教諭
のうち「長野市

キャリアアップ研
修Ⅲ」受講対象

者

0円 60人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　長野市の教職
員対象のため一般募集

は行わない)

令03-
50400-
503448号

026-223-0070
http://www.city.nagano.
nagano.jp/

長野市教育委員
会

【選択】キャリアアップ研修Ⅳ－人
生100年時代構想と授業のUD化
－

長野市の小・中学校教員を対象に、これまでの自己実践を
振り返ることを通して、教員としての在り方や今後のキャリア
アップについて考える。また深化貢献期として高めるべき資
質能力（主に学校組織マネジメントの知識）を学ぶとともに、
子どもが主体的に学ぶことができる学習環境の整え方や通
常学級において支援が必要な児童・生徒への対応方法に
ついて学ぶ。

今井　睦俊（長野市教育センター主任指導主
事）
木村　公男（長野市教育センター指導主事）
石井　秀昌（長野市教育センター指導主事）

長野県長野市 6時間 令和3年8月4日
教諭

養護教
諭

長野市立小・中
学校に勤務する
50代と60代の教

諭・養護教諭

0円 80人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　長野市の教職
員対象のため一般募集

は行わない)

令03-
50400-
503449号

026-223-0070
http://www.city.nagano.
nagano.jp/

長野市教育委員
会

【選択】教育ICT活用－ICT活用・
著作権等－

教育のICT活用について、情報モラル・セキュリティの喫緊
の課題について理解を深める。また、児童生徒一人一人の
情報活用能力の育成の在り方、ICTを活用した授業（タブ
レットPC・電子教科書等）の在り方と実践について、イントラ
ネットを用いてオンデマンド型で講義と演習を行う。

中澤　康匡（長野市教育センター　指導主事）
石井　秀昌（長野市教育センター　指導主事）
木村　公男（長野市教育センター　指導主事）
直江　将志（学校教育課　指導主事）

その他 6時間
令和3年8月17日～
令和3年8月24日

教諭
養護教

諭

長野市立小・中
学校に勤務する
教諭，養護教諭

0円 55人

令和3年4月16日～
令和3年4月26日

(備考　長野市の教職
員対象のため一般募集

は行わない)

令03-
50400-
503450号

026-223-0070
http://www.city.nagano.
nagano.jp/

兵庫県教育委員
会

【選択】授業におけるタブレット端
末活用

本講習では、児童生徒の情報活用能力育成に向けた、学
習過程の質的改善につなげるタブレット端末活用の在り方
について解説します。あわせて、先進校の実践事例研究と
演習を通して、授業におけるタブレット端末の活用方法につ
いて実践的に学びます。

安本　靖史（兵庫県立教育研修所　主任指導主
事）
山本　義史（兵庫県立教育研修所　主任指導主
事）
原口　攻一郎（兵庫県立教育研修所　指導主
事）
難波　伸也（兵庫県立教育研修所　指導主事）
京極　潤（兵庫県立教育研修所　主任指導主
事）
上野　弘和（兵庫県立教育研修所　主任指導主
事）
千歳　歓（兵庫県立教育研修所　指導主事）
谷﨑　壮志（兵庫県立教育研修所　指導主事）

兵庫県加東市 6時間 令和3年12月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

定年退職後に県
内の神戸市立を
除く公立学校で
勤務している教

職員

0円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

(備考　公立学校教職
員のうち、条件に該当
する者のみを受講対象
とするため一般応募は

行わない)

令03-
50550-
505591号

079-362-3749
https://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/kyoshokuin-
bo/htdocs/menkyo/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

兵庫県教育委員
会

【選択】特別支援教育の視点を生
かした生徒指導（小中学校）

本講習では、特別支援教育の現状と課題及び通常の学級
に在籍する教育的支援を要する児童生徒への指導・支援の
在り方について解説します。あわせて、小中学校の通常の
学級における「個別支援」と「集団指導」の両面から取り組む
学級指導・授業づくりについて実践事例研究を行い、演習を
通して一人一人の多様な教育的ニーズに応じた具体的な指
導・支援の方法や工夫を学びます。

榎本　好子（兵庫県立特別支援教育センター　
主任指導主事兼課長）
古林　達也（兵庫県立教育研修所　主任指導主
事）
大濱　さおり（兵庫県立教育研修所　主任指導
主事）
松元　善徳（兵庫県立教育研修所　指導主事）
萩野　奈幹（兵庫県立教育研修所　指導主事）
中谷　慎一郎（兵庫県立教育研修所　指導主
事）
田中　賢司（兵庫県立教育研修所　指導主事）
吉竹　太志（兵庫県立教育研修所　指導主事）

兵庫県加東市 6時間 令和3年7月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

定年退職後に県
内の神戸市立を
除く公立小学校、
中学校、義務教
育学校、中等教
育学校の前期課
程、特別支援学

校の小・中学部で
勤務している教

職員

0円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

(備考　公立学校教職
員のうち、条件に該当
する者のみを受講対象
とするため一般応募は

行わない)

令03-
50550-
505592号

079-362-3749
https://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/kyoshokuin-
bo/htdocs/menkyo/

兵庫県教育委員
会

【選択】特別支援教育の視点を生
かした生徒指導（高等学校）

本講習では、特別支援教育の現状と課題及び通常の学級
に在籍する教育的支援を要する児童生徒への指導・支援の
在り方について解説します。あわせて、高等学校の通常の
学級におけるユニバーサルな授業づくりと、学びの困難さに
対応する指導方法について、演習・協議を通して実践的に
学びます。

榎本　好子（兵庫県立特別支援教育センター　
主任指導主事兼課長）
瀬尾　智宏（兵庫県立教育研修所　主任指導主
事）
藤後　泰祐（兵庫県立教育研修所　主任指導主
事）
蘆田　典幸（兵庫県立教育研修所　指導主事）
柏木　雅也（兵庫県立教育研修所　主任指導主
事）
野間　良重（兵庫県立教育研修所　指導主事）
菅野　祐輔（兵庫県立教育研修所　指導主事）
西川　賢一（兵庫県立教育研修所　指導主事）

兵庫県加東市 6時間 令和3年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

定年退職後に県
内の神戸市立を
除く公立高等学
校、中等教育学
校の後期課程、
特別支援学校の
高等部で勤務し
ている教職員

0円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

(備考　公立学校教職
員のうち、条件に該当
する者のみを受講対象
とするため一般応募は

行わない)

令03-
50550-
505593号

079-362-3749
https://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/kyoshokuin-
bo/htdocs/menkyo/

兵庫県教育委員
会

【選択】いじめ問題への対応講座

本講習では、教員がいじめ問題に適切に対応するための、
互いを認め合える集団づくりや児童生徒の内面の理解に基
づく指導の在り方について解説します。あわせて、兵庫県
「いじめ未然防止プログラム」を活用した演習を通して、児童
生徒がいじめ問題に適切に対応するために必要となる資
質・能力を育む指導方法について学びます。

松本　剛（兵庫県立心の教育総合センター　所
長）
秋光　恵子（兵庫県立心の教育総合センター　
主任研究員）
寺戸　武志（兵庫県立心の教育総合センター　
主任指導主事）
福田　裕子（兵庫県立心の教育総合センター　
指導主事）
京極　潤（兵庫県立教育研修所　主任指導主
事）
上野　弘和（兵庫県立教育研修所 主任指導主
事）
千歳　歓（兵庫県立教育研修所　指導主事）
谷﨑　壮志（兵庫県立教育研修所　指導主事）

兵庫県加東市 6時間 令和3年9月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

定年退職後に県
内の神戸市立を
除く公立学校で
勤務している教

職員

0円 20人

令和3年4月16日～
令和3年5月14日

(備考　公立学校教職
員のうち、条件に該当
する者のみを受講対象
とするため一般応募は

行わない)

令03-
50550-
505594号

079-362-3749
https://dmzcms.hyogo-
c.ed.jp/kyoshokuin-
bo/htdocs/menkyo/

島根県教育委員
会

【選択】障がい者基礎理論

本講義の講習内容については、特別支援教育に関して総
論的に講義を行う。日本の特別支援教育の歴史と現状、各
障がい種に関する理解と指導法、教育課程の編成及び今
後の特別支援教育の課題の整理等について解説する。

原　広治（島根大学　教育学部心理・発達臨床
講座教授、大学院教育学研究科教授）

島根県松江市 12.6時間
令和3年8月9日～
令和3年8月10日

教諭
養護教

諭

島根県内に勤務
する公立学校及
び公立幼保連携
型認定こども園に
勤務する教諭、
養護教諭向け　
※本講習は免許
法認定講習を利
用して行う予定の
ため、免許法認
定講習の受講者

を優先する。

2,000円 60人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
50630-
504382号

0852-22-6606

https://www.pref.shima
ne.lg.jp/admin/license/
shikaku/kyoin_menkyo/
koushinkousyu.html
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

島根県教育委員
会

【選択】教職の意義及び教員の役
割・職務内容

社会状況の変化を踏まえ、これからの教員は学校教育にお
いてどのような役割を果たすべきかについて講義を行う。ま
た、そうした役割を果たしうる教員に求められる資質能力と
その形成のあり方についても取り上げる。さらに、教員とい
う職業が、社会的にいかなる意義を持つか、法的・制度的側
面から解説し、公教育を担う重要な存在であることの理解を
深める。

塩津　英樹（島根大学　教育学部附属教師教育
研究センター准教授）

島根県松江市 12.6時間
令和3年8月28日～
令和3年8月29日

教諭
養護教

諭

島根県内に勤務
する公立学校及
び公立幼保連携
型認定こども園に
勤務する教諭、
養護教諭向け　
※本講習は免許
法認定講習を利
用して行う予定の
ため、免許法認
定講習の受講者

を優先する。

2,000円 50人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
50630-
504383号

0852-22-6606

https://www.pref.shima
ne.lg.jp/admin/license/
shikaku/kyoin_menkyo/
koushinkousyu.html

岡山市教育委員
会

【選択】特別支援教育・遊びと環
境

支援を要する子どもに対する基本的な理解を深めるととも
に，周りの子どもへの支援，学級集団づくり等で配慮すべき
ことについて具体的な事例から学ぶ。また，日々の実践を振
り返り，各自の課題を意識しより良い学級集団づくりへの手
立てを探る。
幼児が思わずかかわりたくなるような環境を構成するために
大切なことや，幼児教育のねらいを実現するための総合的
な指導はどうあればよいか等について，事例を通して理解
を深める。

青山　新吾（ノートルダム清心女子大学　人間
生活学部　准教授）
柿岡　玲子（安田女子短期大学　教授）

岡山県岡山市 6時間 令和3年7月4日 教諭

幼稚園教諭免許
状を有する岡山
市立の公私立保
育園，認定こども
園，幼稚園に勤

務する教諭

6,000円 120人

令和3年4月16日～
令和3年4月23日

(備考　岡山市内公私
立保育園，認定こども
園，幼稚園に勤務する
職員対象のため一般募

集は行わない。)

令03-
50651-
505733号

086-944-7255
http://www.city.okayam
a.jp/

岡山市教育委員
会

【選択】保育教材研究（絵本）・保
育に生かせるカウンセリング

幼児期に大切にしなければならない力を教育要領を読み解
く中で考える。また，絵本の読み聞かせが保育においてど
のような意味があるのかを改めて確認するとともに，絵本を
選ぶ視点や読み聞かせのポイントについて学ぶ。さらに，小
学校以降の教育とのつながりについて考える。
基礎的なカウンセリングの考え方について理論を学ぶととも
に，子どもや保護者理解を深めていく上での効果的な活用
の仕方について考える。
また，カウンセリングの基本的な技法について実際に体験し
ながら学ぶ。

吉澤　佳子（元岡山市立富山幼稚園園長）
児子　千鶴子（ノートルダム清心女子大学　人
間生活学部　非常勤講師）
玉瀬　友美（高知大学　教育学部　教授）

岡山県岡山市 6時間 令和3年9月12日 教諭

幼稚園教諭免許
状を有する岡山
市立の公私立保
育園，認定こども
園，幼稚園に勤

務する教諭

6,000円 120人

令和3年4月16日～
令和3年4月23日

(備考　岡山市内公私
立保育園，認定こども
園，幼稚園に勤務する
職員対象のため一般募

集は行わない。)

令03-
50651-
505734号

086-944-7255
http://www.city.okayam
a.jp/

岡山市教育委員
会

【選択】子どもの発達と学び・幼稚
園教育要領５領域の「表現」につ
いて

乳幼児期から小学校接続期までの子どもの発達を理解する
とともに，環境を通して行う教育の意義や構想について，幼
稚園教育要領に示される５領域の内容から特に「表現」に焦
点をあてて考える。
幼児期に大切にしなければならない力とはどのような力な
のか，またその力を育むために保育者としてどのような点に
配慮すればよいか，教育要領を読み解く中で考える。また，
幼児一人一人が絵画製作において意欲的で創造性豊かに
関わり，表現する楽しさを味わうためにはどのように活動を
豊かにしていけば良いか，具体的な実技を通して学ぶ。 ま
た，小学校教育とのつながりについても考える。

池田　明子（就実短期大学　教授）
小田　久美子（ノートルダム清心女子大学　人
間生活学部　准教授）

岡山県岡山市 6時間 令和3年10月10日 教諭

幼稚園教諭免許
状を有する岡山
市立の公私立保
育園，認定こども
園，幼稚園に勤

務する教諭

6,000円 120人

令和3年4月16日～
令和3年4月23日

(備考　岡山市内公私
立保育園，認定こども
園，幼稚園に勤務する
職員対象のため一般募

集は行わない。)

令03-
50651-
505735号

086-944-7255
http://www.city.okayam
a.jp/

高知県教育委員
会

【選択】外国語の授業づくり実践
講座

生徒の自己表現力を高め、思考力・判断力・表現力を伸ば
す授業づくりの理論と実践について学ぶ。4技能を統合的に
指導するための言語活動を授業にどのように取り入れるか
について研修を行う。

竹本　佳奈（高知県教育センター・研究開発・グ
ローバル教育担当チーフ）
濱田　真美（高知県教育センター・指導主事）
前中　佳奈（高知県教育センター・指導主事）

高知県高知市 6時間 令和3年9月11日 教諭

高知県公立中学
校・高等学校・特
別支援学校（中・
高等部）の外国
語を担当する教

諭

0円 30人
令和3年4月26日～

令和3年6月1日

令03-
50770-
503231号

088-866-3893
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310308/

高知県教育委員
会

【選択】楽しい理科観察・実験講
座（小学校）

児童が科学的な思考力・表現力を身につけるための授業づ
くりについて、学習指導要領に基づき講義を行う。また、児
童が探究的に学ぶための観察・実験に係る知識や技能に
関する講義・実習を行う。

山中　孝一（高知県教育センター・指導主事）
川上　英一（高知県教育センター・指導主事）

高知県高知市 6時間 令和3年9月4日 教諭
高知県公立小学

校の教諭
0円 16人

令和3年4月26日～
令和3年6月1日

令03-
50770-
503232号

088-866-3893
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310308/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

高知県教育委員
会

【選択】楽しい理科観察・実験講
座（中・高等学校）

生徒が科学的な思考力・表現力を身につけるための授業づ
くりについて、学習指導要領に基づき講義を行う。また、生
徒が探究的に学ぶための観察・実験に係る知識や技能に
関する講義・実習を行う。

山本　周史（高知県教育センター・指導主事）
市原　めぐみ（高知県教育センター・指導主事）

高知県高知市 6時間 令和3年7月10日 教諭

高知県公立中学
校・高等学校の
理科を担当する

教諭

0円 16人
令和3年4月26日～

令和3年6月1日

令03-
50770-
503233号

088-866-3893
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310308/

高知県教育委員
会

【選択】図画工作・美術・工芸の
授業づくり実践講座

小学校の図画工作から高等学校芸術（美術・工芸）までの
学習指導要領のつながりを知り、発達段階に合わせた教科
の目標を確認する。学習指導要領の趣旨を具現化した授業
やこれから求められる授業の在り方について映像等の具体
を用いて確認するとともに、異校種間での実践交流や実技
講習を行い、今後の授業実践に生かせるものとする。

岡本　絵里（高知県教育センター・若年教員研
修担当チーフ）

高知県高知市 6時間 令和3年9月25日 教諭

高知県公立学校
の図画工作・美

術・工芸を担当す
る教諭

0円 10人
令和3年4月26日～

令和3年6月1日

令03-
50770-
503234号

088-866-3893
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310308/

高知県教育委員
会

【選択】これからの生徒指導と教
育相談講座

いじめや不登校等に関する生徒指導の理論や対応及び学
校としての組織的な取組の推進について、講義・演習を行
う。
また、教育相談・児童生徒理解の理論と実践及び、学校に
おける組織的な支援の在り方について講義・演習を行う。

石川　進一（人権教育・児童生徒課・指導主事）
髙橋　由希子（人権教育・児童生徒課・指導主
事）
西原　和代（高知県心の教育センター・指導主
事）
久岡　懐子（高知県心の教育センター・指導主
事）

高知県高知市 6時間 令和3年10月16日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

高知県公立学校
教職員

0円 45人
令和3年4月26日～

令和3年6月1日

令03-
50770-
503235号

088-866-3893
http://www.pref.kochi.l
g.jp/soshiki/310308/

宮崎県教育委員
会

【選択】学校体育セミナー（器械
運動）

本講習は、保健体育科学習を効果的に展開するために、器
械運動の授業の進め方について研修するとともに安全に配
慮した学習指導方法の改善及び充実に資することを目的と
し実施する。
①講義「学習指導要領に対応した保健体育授業の指導の
在り方」②実技「器械運動」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））
藤田　洋平（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年9月30日 教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校及び特別支援
学校の保健体育

科担当教諭

0円 40人

令和3年8月3日～
令和3年9月16日

(備考　宮崎県の教員を
対象とした研修のため
一般募集は行わない)

令03-
50890-
504181号

0985-58-0096
http://www.miyazaki-
sports-shido-center.jp

宮崎県教育委員
会

【選択】中学校・高等学校保健体
育地区別講習会

本講習は、生徒の運動やスポーツに親しむ資質・能力及び
運動が健康に果たす役割、健康な生活を実践するための資
質・能力の育成、調和のとれた体力の向上を図るための指
導法を習得し、保健体育学習を効果的に展開するための指
導者の資質向上を目的とし実施する。
①講義「学習指導要領に対応した保健体育授業の指導の
在り方について」②実技「球技：ネット型」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））
藤田　洋平（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県延岡市 6時間 令和3年7月29日 教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校及び特別支援
学校の保健体育

科担当教諭

0円 40人

令和3年6月1日～
令和3年7月15日

(備考　宮崎県の教員を
対象とした研修のため
一般募集は行わない)

令03-
50890-
504182号

0985-58-0096
http://www.miyazaki-
sports-shido-center.jp

宮崎県教育委員
会

【選択】小学校体育地区別講習
会［西臼杵地区］

本講習は、児童の運動やスポーツに親しむ資質・能力及び
運動が健康に果たす役割、健康な生活を実践するための資
質・能力の育成、調和のとれた体力の向上を図るための指
導法を習得し、体育学習を効果的に展開するための指導者
の資質向上を目的とし実施する。
①講義「学習指導要領に対応した体育授業の指導の在り方
について」②実技「ボール運動系」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））
藤田　洋平（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県日之影
町

6時間 令和3年8月3日 教諭
小学校及び特別
支援学校の教諭

0円 40人

令和3年6月1日～
令和3年7月15日

(備考　宮崎県の教員
等を対象とした研修の
ため一般募集は行わな

い)

令03-
50890-
504183号

0985-58-0096
http://www.miyazaki-
sports-shido-center.jp

宮崎県教育委員
会

【選択】学校体育セミナー（表現
運動系・保健）

本講習は、学校における体力向上に対する取組や意識を啓
発するとともに、小学校体育学習を効果的に展開するため
に、「表現運動系、保健」の指導方法の改善及び充実に資
することを目的とし実施する。
①講義「学習指導要領に対応した体育授業の指導の在り方
について」②実技等「表現運動系、保健」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））
藤田　洋平（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年7月8日 教諭
小学校及び特別
支援学校の教諭

0円 40人

令和3年5月11日～
令和3年6月24日

(備考　宮崎県の教員
対象の研修のため一般

募集は行わない)

令03-
50890-
504184号

0985-58-0096
http://www.miyazaki-
sports-shido-center.jp

宮崎県教育委員
会

【選択】小学校体育地区別講習
会［児湯地区］

本講習は、児童の運動やスポーツに親しむ資質・能力及び
運動が健康に果たす役割、健康な生活を実践するための資
質・能力の育成、調和のとれた体力の向上を図るための指
導法を習得し、体育学習を効果的に展開するための指導者
の資質向上を目的とし実施する。
①講義「学習指導要領に対応した体育授業の指導の在り方
について」②実技「ボール運動系」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））
藤田　洋平（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県西都市 6時間 令和3年7月26日 教諭
小学校及び特別
支援学校の教諭

0円 40人

令和3年6月1日～
令和3年7月15日

(備考　宮崎県の教員
等を対象とした研修の
ため一般募集は行わな

い)

令03-
50890-
504185号

0985-58-0096
http://www.miyazaki-
sports-shido-center.jp
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

宮崎県教育委員
会

【選択】小学校体育地区別講習
会［西諸県地区］

本講習は、児童の運動やスポーツに親しむ資質・能力及び
運動が健康に果たす役割、健康な生活を実践するための資
質・能力の育成、調和のとれた体力の向上を図るための指
導法を習得し、体育学習を効果的に展開するための指導者
の資質向上を目的とし実施する。
①講義「学習指導要領に対応した体育授業の指導の在り方
について」②実技「ボール運動系」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））
藤田　洋平（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県小林市 6時間 令和3年8月3日 教諭
小学校及び特別
支援学校の教諭

0円 40人

令和3年6月1日～
令和3年7月15日

(備考　宮崎県の教員
等を対象とした研修の
ため一般募集は行わな

い)

令03-
50890-
504186号

0985-58-0096
http://www.miyazaki-
sports-shido-center.jp

宮崎県教育委員
会

【選択】学校体育セミナー（幼児
児童の運動遊び）

本講習は、幼児児童教育における運動遊び等についての
指導理論や技術に関する理解を深める研修の機会を提供
することにより、幼児児童教育指導者の指導方法の改善及
び充実に資することを目的とし実施する。
○講義・実技「幼児児童期の運動遊びをとおした基礎的な
動きづくりを図る指導の在り方」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））
藤田　洋平（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年9月17日 教諭

幼稚園・認定こど
も園、小学校及び
特別支援学校の

教諭

0円 100人

令和3年7月20日～
令和3年9月3日

(備考　宮崎県の教員
等を対象とした研修の
ため一般募集は行わな

い)

令03-
50890-
504187号

0985-58-0096
http://www.miyazaki-
sports-shido-center.jp

宮崎県教育委員
会

【選択】学校体育セミナー（ゲー
ム・ボール運動、器械運動系）

本講習は、学校における体力向上に対する取組や意識を啓
発するとともに、小学校体育学習を効果的に展開するため
に、ゲーム・ボール運動、器械運動系の指導方法の改善及
び充実に資することを目的とし実施する。
①講義「宮崎県の児童の体力の現状と課題」②実技「ゲー
ム・ボール運動」「器械運動系」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））
藤田　洋平（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県日向市 6時間 令和3年10月21日 教諭
小学校及び特別
支援学校の教諭

0円 40人

令和3年8月24日～
令和3年10月7日

(備考　宮崎県の教員を
対象とした研修のため
一般募集は行わない)

令03-
50890-
504188号

0985-58-0096
http://www.miyazaki-
sports-shido-center.jp

宮崎県教育委員
会

【選択】学校体育セミナー（陸上
競技）

本講習は、保健体育科学習を効果的に展開するために、陸
上競技の授業の進め方について研修するとともに安全に配
慮した学習指導方法の改善に資することを目的とし実施す
る。
①講義「学習指導要領に対応した保健体育授業の指導の
在り方」②実技「陸上競技」

西田　浩司（スポーツ指導センター（副主幹））
谷口　誠（スポーツ指導センター（指導主事））
藤田　洋平（スポーツ指導センター（指導主事））

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年11月18日 教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校及び特別支援
学校の保健体育

科担当教諭

0円 40人

令和3年9月22日～
令和3年11月4日

(備考　宮崎県の教員を
対象とした研修のため
一般募集は行わない)

令03-
50890-
504189号

0985-58-0096
http://www.miyazaki-
sports-shido-center.jp

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】体験活動（自然遊び、ネイ
チャーゲーム、野外炊事の実習
含む）の指導（高松大学、屋島
チャレンジヴィレッジ）

体験活動の充実を図るためには、教員自らが体験活動に関
する基礎的な知識技能を身につけることが求められる。そこ
で、教員が自然体験や生活体験等を実際に体験する（自然
遊び、ネイチャーゲーム、野外炊事等のの実習）とともに、
子供たちへの指導方法を学び、併せて学級経営や問題行
動対策等への活用方策についても学べる講習を実施する。

田中　壮一郎（顧問）
山神　眞一（元香川大学副学長）
清水　幸一（四国学院大学　総合教育研究セン
ター教授）
山内　秀則（香川県教育委員会　義務教育課長
補佐）
高尾　明博（香川県教育委員会　義務教育課長
補佐）
善生　昌弘（元丸亀市立飯山中学校校長）
松木　國彦（元東かがわ市立白鳥中学校校長）
藤江　龍（教育事業部事業課事業係長）

香川県高松市 18時間
令和3年8月22日～
令和3年8月24日

教諭
幼稚園教諭、小
学校教諭、中学

校教諭
18,000円 20人

令和3年4月16日～
令和3年8月2日

令03-
70020-
504335号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】教科指導や学級経営に生
かす体験活動の指導（国立磐梯
青少年交流の家）

今日の社会的環境、児童の現状、発達段階を踏まえ、体験
活動の意義と必要性、教育的効果を理解する。また、自然
体験活動を実際に体験し、教師に求められるコミュニケー
ション能力や自然体験活動の指導方法を身につけ、教師と
しての指導力向上を図る。

鈴木　茂雄（河沼郡会津板下町教育委員会　教
育長）
前川　直哉（福島大学　特任准教授）
𠮷松　梓（新潟医療福祉大学　健康科学部健康
スポーツ学科講師）
福士　寛樹（国立磐梯青少年交流の家　所長）
大竹　力（国立磐梯青少年交流の家　研修指導
員）
湯田　達也（国立磐梯青少年交流の家　企画指
導専門職）
藤山　晶（国立磐梯青少年交流の家　企画指導
専門職）

福島県耶麻郡
猪苗代町

18時間
令和3年8月18日～
令和3年8月20日

教諭 小・中学校教諭 22,100円 30人
令和3年4月19日～
令和3年5月14日

令03-
70020-
504336号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】学級経営に活かす豊かな
体験活動

児童・生徒にとって体験活動の必要性や望ましいあり方を、
講義を通して理解するとともに、国立赤城青少年交流の家
でできる体験活動プログラムを実際に体験することで、プロ
グラムのねらいや意義、そこで児童・生徒が身につけられる
力、安全管理等についても理解し、学級経営や授業で活か
せるようにする。

松村　純子（国立赤城青少年交流の家所長）
塩原　基寧（国立赤城青少年交流の家　主任企
画指導専門職）
反町　峻（国立赤城青少年交流の家　企画指導
専門職付）

群馬県前橋市 18時間
令和3年7月22日～
令和3年7月24日

教諭 小・中学校教諭 22,500円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月30日

令03-
70020-
504337号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】生徒指導・学級経営に活
かす体験活動(国立信州高遠青
少年自然の家)

学習指導要領に示された，児童・生徒の「体験活動」につい
て，その必要性と教育効果の理解を深めるとともに，集団宿
泊活動を効果的に実施するための基本的な知識や技術を
身につける。また，教育課程の編成や教育活動に体験活動
を取り入れる方法等を講義や実習を通して習得することによ
り，教育内容の充実を図ることができる講習内容とする。

曽根原　好彦（長野県教育委員会　学びの改革
支援課参事兼課長）
平野　吉直（信州大学　理事兼副学長）
瀧　直也（信州大学　教育学部　講師）
石川　博之（国立信州高遠青少年自然の家 主
任企画指導専門職）
桐山　直美（国立信州高遠青少年自然の家 企
画指導専門職）
坂野　真也（国立信州高遠青少年自然の家 企
画指導専門職）

長野県伊那市 18時間
令和3年9月4日～
令和3年9月5日

教諭 小・中学校教諭 21,500円 35人
令和3年4月17日～
令和3年5月16日

令03-
70020-
504338号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】学校教育における体験活
動の効果的な進め方（国立中央
青少年交流の家）

主体的・対話的で深い学びを一層進めていくことを目指し
て、体験活動の意義を確認するとともに、それらを効果的に
用いる方法について理解を深める。また、受講者自身がそ
れぞれ抱えている現状や課題を出し合い、共有し合うこと
で、新たな気づきや学びの場となる機会とする。

杉田　洋（國學院大學　人間開発学部教授）
勝亦　重夫（御殿場市教育委員会　教育長）
井上　透（岐阜女子大学　文化創造学部教授）
田井中　正志（居場所づくり研究所　代表）
沼田　晶弘（東京学芸大学附属世田谷小学校　
教諭）
市川　大（国立中央青少年交流の家企画指導
専門職）
長谷川　賢（国立中央青少年交流の家企画指
導専門職）
藤原　章善（国立中央青少年交流の家企画指
導専門職）

静岡県御殿場
市

18時間
令和3年10月2日～
令和3年10月3日

教諭 小・中・高校教諭 21,500円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月31日

令03-
70020-
504339号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】授業や学級経営に活かす
体験活動（国立三瓶青少年交流
の家）

教員が体験活動の意義について理解するとともに，児童の
集団宿泊活動を効果的に実施するための基本的な体験活
動の指導技術を身に付ける。また，学習指導要領における
体験活動の取扱いを理解し，教育課程の編成や教育活動
に体験活動を取り入れる方法を，講義や実習を通して習得
する。主な内容は，「学級経営に活かせる体験活動の指導
法」等である。小学校の事例を多く扱うため，主な受講対象
を小学校教諭としているが，中学校教諭や高等学校教諭も
受講可能である。

野津　孝明（国立三瓶青少年交流の家所長）
近藤　剛（鳥取短期大学　幼児教育保育学科　
准教授）
杉本　克之（国立江田島青少年交流の家次長）
井上　雅仁（島根県立三瓶自然館サヒメル　学
芸課課長）
毛利　寿（国立三瓶青少年交流の家企画指導
専門職）

島根県大田市 18時間
令和3年8月6日～
令和3年8月8日

教諭 主に小学校教諭 23,140円 20人
令和3年4月16日～
令和3年6月11日

令03-
70020-
504340号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】生徒指導・学級経営に生
かす体験活動（国立吉備青少年
自然の家）

教員が体験活動の意義について理解するとともに、学習指
導要領における体験活動の取り扱いを理解し、教育課程の
編成や教育活動に体験活動を取り入れる方法を講義や実
習を通して習得する。「火起こし」「野外炊事」「オリエンテー
リング」「カッター活動」等の体験活動の実習、「体験活動の
意義と学習指導要領」や「子供の現状と課題」、「体験活動
の導入とその指導法」等の講義。主な受講対象は小学校教
諭とするが、幼稚園教諭や中学校教諭、高等学校教諭も受
講可能。

杉田　洋（國學院大學　人間開発学部教授）
川上　慎治（岡山県教育庁　義務教育課　課
長）
髙藤　佳明（国立吉備青少年自然の家所長）
山本　豊（国立吉備青少年自然の家次長）
乘本　雅彦（国立吉備青少年自然の家主任企
画指導専門職）

岡山県加賀郡
吉備中央町

18時間
令和3年8月11日～
令和3年8月13日

教諭 主に小学校教諭 21,500円 35人
令和3年4月16日～

令和3年7月5日

令03-
70020-
504341号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】社会性や豊かな人間性を
育む体験活動の充実のあり方

教育の動向や青少年教育施設の取組、発達段階に応じた
体験活動の意義について講義や演習をとおして学ぶととも
に、集団宿泊活動を実施するために必要な安全に配慮した
野外活動や人間関係づくりの知識や技術について実習をと
おして理解を深める。

川島　政吉（北海道教育庁上川教育局　主幹）
ハミルトン　マーク・C（東海大学　国際コミュニ
ケーション学科教授）
佐久間　章（札幌国際大学　教授）
濱谷　弘志（北海道教育大学　岩見沢校准教
授）
吉田　昌幸（国立大雪青少年交流の家 次長）
門前　詩織（国立大雪青少年交流の家企画指
導専門職）

北海道上川郡
美瑛町

18時間
令和3年7月28日～
令和3年7月30日

教諭
幼・小・中・高及び
特別支援学校教

諭
22,660円 35人

令和3年5月1日～
令和3年6月30日

令03-
70020-
504342号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】教育現場で活かす体験活
動①（国立淡路青少年交流の
家）

グループで協力して課題を解決していく過程で、仲間とのコ
ミュニケーションを活発にし、信頼感や協力性を育むことを
目的とした体験活動プログラムについて学びます。学級づく
りに役立つプログラムであるとともに、受講者自身のコミュニ
ケーションのあり方について学ぶ機会となります。講義と実
習とともに筆記試験を実施し認定を行います。

髙見　彰（大阪国際大学　人間科学部スポーツ
行動学科教授）

兵庫県南あわ
じ市

6時間 令和3年8月2日 教諭
小・中・高校及び
特別支援学校教

諭
6,000円 50人

令和3年5月6日～
令和3年6月25日

令03-
70020-
504343号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】教育現場で活かす体験活
動②（国立淡路青少年交流の
家）

主体性や社会性を向上させたり、自然環境について学ぶ体
験プログラムを行ったりします。この実習を通して、安全管
理や活動のねらい・内容を踏まえ、より教育効果を高めるた
めにはどうすればよいかについて学びます。この講義・実習
をもとに筆記試験を実施し、認定を行います。

梅津　孝一（国立淡路青少年交流の家　次長）
平岡　実紗（国立淡路青少年交流の家　企画指
導専門職）

兵庫県南あわ
じ市

6時間 令和3年8月3日 教諭
小・中・高校及び
特別支援学校教

諭
6,000円 50人

令和3年5月6日～
令和3年6月25日

令03-
70020-
504344号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】教育現場で活かす体験活
動③（国立淡路青少年交流の
家）

教育の現状と課題及び学校教育における体験活動の意義
について学びます。講義とともに、参加した教員が抱えてい
る児童生徒の現状や課題を出し合う中で、お互いの現状を
校種・職種を超えて広く共有し合い、その課題を解決するた
めに必要な体験活動とは何かを考えます。この講義・実習を
もとに筆記試験を実施し、認定を行います。

大本　晋也（国立淡路青少年交流の家　所長）
安東　靖貴（兵庫県教育委員会　播磨東教育事
務所　副所長兼教育振興課長）

兵庫県南あわ
じ市

6時間 令和3年8月4日 教諭
小・中・高校及び
特別支援学校教

諭
6,000円 50人

令和3年5月6日～
令和3年6月25日

令03-
70020-
504345号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】学級経営・教科指導に生
かす体験活動（国立大洲青少年
交流の家）

【１日目】
体験活動の意義と教育的効果について理解する。また、カ
ヌー研修の教育的効果について理解し、指導方法を習得す
る。
【２日目】
地域を流れる河川で、「生活科」「理科」「総合的な学習の時
間」を指導するために必要な地学分野や生物分野の知識・
技能を身に付ける。
【３日目】
野外炊事について運営上の留意点を理解し、安全管理に関
する知識と危険回避の方法を習得する。また、学校教育の
現状と課題を理解する。

倉松　新（国立大洲青少年交流の家　企画指導
専門職）
村中　昭広（国立大洲青少年交流の家　企画指
導専門職）
佐野　栄（愛媛大学　教育学部教授）
向　平和（愛媛大学　教育学部准教授）
中島　弘二（愛媛県教育委員会　社会教育課社
会教育グループ担当係長）

愛媛県大洲市 18時間
令和3年8月25日～
令和3年8月27日

教諭 小・中学校教諭 22,290円 40人
令和3年4月16日～
令和3年5月28日

令03-
70020-
504346号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択】自然体験から子供達の生
きる力を（国立沖縄青少年交流
の家）

子供達の「生きる力」を育むためには、自然や社会の現実に
触れる実際の「体験活動」が必要である。体験活動の教育
的意義やその指導法、安全管理の方法などを、講義と渡嘉
敷島の大自然を活かした実習を通して習得し、教員としての
指導力を向上させる。

井上　講四（教育協働研究所　岳陽舎　代表）
平野　貴也（名桜大学　人間健康学部スポーツ
健康学科教授）
東恩納　玲代（名桜大学　人間健康学部スポー
ツ健康学科准教授）
北見　靖直（国立阿蘇青少年交流の家　次長）
中里　昭夫（国立沖縄青少年交流の家　企画指
導専門職）

沖縄県渡嘉敷
村

18時間
令和3年8月4日～
令和3年8月6日

教諭
主に小学校教諭
（幼・中・高教諭も

受講可）
24,500円 50人

令和3年4月16日～
令和3年5月12日

令03-
70020-
504347号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人国
立特別支援教育
総合研究所

【選択】令和３年度第一期特別支
援教育専門研修

　インクルーシブ教育システムの充実に向け、障害のある幼
児児童生徒の教育を担当する教職員を対象として、多様な
学びの場（通常の学級、通級による指導、特別支援学級、
特別支援学校）における各障害種別の指導者（スクール
リーダー）の専門性向上を目的とし、専門的知識及び技術を
深め、指導力の向上を図り、今後の各都道府県等における
指導者としての資質を高めるための講習。
　講習はインターネットによる同時双方向型（Zoom）で行い、
「言語障害教育論」、「特別支援教育の研究動向」等で構成
される。

青木　高光（研修事業部主任研究員）
久保山　茂樹（インクルーシブ教育推進センター
上席総括研究員）
榎本　容子（発達障害教育推進センター主任研
究員）
小澤　至賢（研修事業部主任研究員）
北川　貴章（情報・支援部主任研究員）
星　祐子（インクルーシブ教育推進センター上席
総括研究員）
齊藤　由美子（研修事業部総括研究員）
宇野　宏之祐（研修事業部総括研究員）
徳永　亜希雄（横浜国立大学　教育学部教授）

インターネット 19時間

令和3年5月11日、
令和3年5月12日、
令和3年5月13日、
令和3年5月17日、
令和3年5月18日、
令和3年5月24日、
令和3年5月25日、
令和3年5月26日、
令和3年6月15日

教諭
養護教

諭

特別支援学校教
諭・養護教諭、
小・中学校等特
別支援教育担当
教諭・養護教諭

0円 15人

令和3年4月16日～
令和3年4月30日

(備考　令和３年度第一
期特別支援教育専門

研修の受講者を対象と
するものであるため、一
般募集は行わない。)

令03-
70021-
505440号

046-839-6889
https://www.nise.go.jp/
nc/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】幼稚園の役割を広め深め
る

本講習では「学校組織の一員としてのマネージメント・マイン
ドの形成」「保護者・地域社会との連携」「対人関係、日常的
コミュニケーションの重要性」等を中心に、教員に求められ
ている最新の知識・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。

安達　譲（大阪教育大学　非常勤講師） 富山県富山市 6時間 令和3年6月19日 教諭 幼稚園教諭向け 8,000円 100人
令和3年4月17日～
令和3年4月29日

令03-
80011-
505736号

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

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】保育現場での質を高める

本講習では「社会の中の幼稚園・認定こども園の役割～愛
情豊かに「いのち」を守る保育のために～」と題して、保育現
場で起きた事例をとりあげながら幼稚園・認定こども園が現
代社会の中で求められる役割について考えていく。

猪熊　弘子（名寄市立大学　特命教授） 富山県富山市 6時間 令和3年8月28日 教諭 幼稚園教諭向け 8,000円 100人
令和3年4月17日～
令和3年4月29日

令03-
80011-
505737号

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

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】保育現場での質を高める

本講習では園内研修の再構築及び同僚性を深めることを目
的とする。園としての保育の自己点検・自己評価の具体的
な方法への理解を深め､園内研修での自己点検・自己評価
の具体的な取り組みを考察する。さらに同僚性を深める具
体的な方法について、実践を通しながら現状と課題を見つ
め、より望ましい園内研修のあり方を学ぶ。

高橋　昇（仙台青葉学院短期大学　非常勤講
師）
賀門　康博（郡山女子大学　短期大学部常勤講
師）

福島県福島市 6時間 令和3年6月5日 教諭 幼稚園教諭向け 7,500円 30人
令和3年4月16日～
令和3年4月23日

令03-
80011-
505738号

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

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】保育現場での質を高める

今、子どもたちに必要な力は『非認知能力の育ち』だといわ
れている。園ではそのことをどのように捉え育んでいくのか、
子どもの姿と保育・教育実践を通して意欲・自尊心・粘り強
さ・人と関わる力等『非認知能力』について理解を深めるとと
もに、育むための環境や教師の援助のあり方について学
ぶ。

佐々木　晃（鳴門教育大学大学院　教育実践教
授）

富山県富山市 6時間
令和3年8月12日、
令和3年8月14日

教諭 幼稚園教諭向け 8,000円 100人
令和3年4月17日～
令和3年4月29日

令03-
80011-
505739号

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

公益社団法人日
本一輪車協会

【選択】一輪車指導者研修会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象とした講習会を開催
する。
学識経験者による理論指導や、当協会公認指導員による実
技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に、体育学習
に関する最新の知見や効果的な指導の在り方についての
研修の機会を提供する。

園山　和夫（元桐蔭横浜大学教授）
塩見　英樹（スポーツ庁政策課・教科調査官）
池田　延行（国士館大学　教授）
本村　清人（育英大学　教授）
高田　彬成（帝京大学　教授）

熊本県熊本市 6時間 令和3年7月29日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

2,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年7月20日

令03-
80014-
504804号

03-6458-8131 http://jua-web.org

公益社団法人日
本一輪車協会

【選択】一輪車指導者研修会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象とした講習会を開催
する。
学識経験者による理論指導や、当協会公認指導員による実
技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に、体育学習
に関する最新の知見や効果的な指導の在り方についての
研修の機会を提供する。

園山　和夫（元桐蔭横浜大学教授）
塩見　英樹（スポーツ庁政策課・教科調査官）
池田　延行（国士館大学　教授）
本村　清人（育英大学　教授）
高田　彬成（帝京大学　教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和3年8月2日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

2,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年7月20日

令03-
80014-
504805号

03-6458-8131 http://jua-web.org

公益社団法人日
本一輪車協会

【選択】一輪車指導者研修会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象とした講習会を開催
する。
学識経験者による理論指導や、当協会公認指導員による実
技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に、体育学習
に関する最新の知見や効果的な指導の在り方についての
研修の機会を提供する。

園山　和夫（元桐蔭横浜大学教授）
塩見　英樹（スポーツ庁政策課・教科調査官）
池田　延行（国士館大学　教授）
本村　清人（育英大学　教授）
高田　彬成（帝京大学　教授）

宮城県仙台市 6時間 令和3年8月4日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

2,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年7月20日

令03-
80014-
504806号

03-6458-8131 http://jua-web.org

公益社団法人日
本一輪車協会

【選択】一輪車指導者研修会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象とした講習会を開催
する。
学識経験者による理論指導や、当協会公認指導員による実
技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に、体育学習
に関する最新の知見や効果的な指導の在り方についての
研修の機会を提供する。

園山　和夫（元桐蔭横浜大学教授）
塩見　英樹（スポーツ庁政策課・教科調査官）
池田　延行（国士館大学　教授）
本村　清人（育英大学　教授）
高田　彬成（帝京大学　教授）

三重県亀山市 6時間 令和3年8月10日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

2,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年7月20日

令03-
80014-
504807号

03-6458-8131 http://jua-web.org
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

公益社団法人日
本一輪車協会

【選択】一輪車指導者研修会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象とした講習会を開催
する。
学識経験者による理論指導や、当協会公認指導員による実
技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に、体育学習
に関する最新の知見や効果的な指導の在り方についての
研修の機会を提供する。

園山　和夫（元桐蔭横浜大学教授）
塩見　英樹（スポーツ庁政策課・教科調査官）
池田　延行（国士館大学　教授）
本村　清人（育英大学　教授）
高田　彬成（帝京大学　教授）

広島県広島市 6時間 令和3年8月20日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

2,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年7月20日

令03-
80014-
504808号

03-6458-8131 http://jua-web.org

公益社団法人日
本一輪車協会

【選択】一輪車指導者研修会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象とした講習会を開催
する。
学識経験者による理論指導や、当協会公認指導員による実
技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に、体育学習
に関する最新の知見や効果的な指導の在り方についての
研修の機会を提供する。

園山　和夫（元桐蔭横浜大学教授）
塩見　英樹（スポーツ庁政策課・教科調査官）
池田　延行（国士館大学　教授）
本村　清人（育英大学　教授）
高田　彬成（帝京大学　教授）

東京都江東区 6時間 令和3年8月26日 教諭
小学校教諭・特
別支援学校教諭

2,000円 80人
令和3年4月16日～
令和3年7月20日

令03-
80014-
504809号

03-6458-8131 http://jua-web.org

公益社団法人日
本地震学会

【選択】地震・火山研究の最前線
－地震研究所で学ぶ

公益社団法人日本地震学会では，全国各地で更新講習を
開設しています。詳細は学会Webページをご覧ください。
本講習では、東京大学地震研究所において、地震・火山や
地球の内部に関して、理科教育や防災に結びつく知識・情
報を学びます。地震・火山の活動と観測、津波や建物の揺
れの解析等に関する、最新の成果をまじえた講義の他、観
測調査に使用されている機器の見学、実際に機器を用いて
測定をする実習も行います。

青木　陽介（東京大学　地震研究所准教授）
上嶋　誠（東京大学　地震研究所教授）
加藤　尚之（東京大学　地震研究所教授）
加納　靖之（東京大学　地震研究所准教授）
楠　浩一（東京大学　地震研究所教授）
塩原　肇（東京大学　地震研究所教授）
山野　誠（東京大学　地震研究所教授）
綿田　辰吾（東京大学　地震研究所准教授）

東京都文京区 12時間
令和3年8月18日～
令和3年8月19日

教諭
小学校教諭及び
中・高・特別支援
学校の理科教諭

12,000円 20人
令和3年4月16日～
令和3年7月15日

令03-
80017-
505543号

03-5803-9570 https://www.zisin.jp/

一般社団法人日
本図書文化協会

【選択】教育カウンセリング講座
①

児童生徒に生きる力を身につけさせるため、教育カウンセリ
ングに基づく指導の理念と方法について講義演習を行う。
内容は①学校での構成的グループエンカウンター②スー
パービジョンの心構えと実際③実存主義（理論と実践）Ⅰ④
実存主義（理論と実践）Ⅱ⑤ブリーフセラピー（理論編）⑥ブ
リーフセラピー（実践編）である。

大友　秀人（北海商科大学　教授）
諸富　祥彦（明治大学　教授）
久能　弘道（北海道教育大学　教授）

北海道旭川市 18時間
令和3年8月6日～
令和3年8月8日

教諭
養護教

諭

小中高等学校教
諭および養護教

諭
35,000円 10人

令和3年6月5日～
令和3年7月6日

令03-
80018-
504803号

03-3941-0211
http://www.toshobunka
.co.jp/workshop/

公益社団法人日
本シェアリングネ
イチャー協会

【選択】体験と学びを深める自然
体験活動　授業に活かすアクティ
ブラーニング実践

新幼稚園教育要領、新学習指導要領で謳われている「主体
的・対話的で深い学び」につながる自然体験・ネイチャー
ゲームの実践と講義をもとに、教育現場での体験と学びを
深める自然体験の活かし方、アクティブラーニングとして授
業に取り入れる際のポイントや効果など「豊かな体験」につ
なげるための実践的な内容としている。

井上　満（常務理事） 東京都渋谷区 6時間 令和3年10月24日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、幼保
連携型認定こど
も園保育教諭

8,240円 18人
令和3年4月16日～
令和3年9月30日

令03-
80019-
505800号

03-5363-6010
http://www.naturegame
.or.jp/

公益社団法人日
本シェアリングネ
イチャー協会

【選択】体験と学びを深める自然
体験活動　授業に活かすアクティ
ブラーニング実践

新幼稚園教育要領、新学習指導要領で謳われている「主体
的・対話的で深い学び」につながる自然体験・ネイチャー
ゲームの実践と講義をもとに、教育現場での体験と学びを
深める自然体験の活かし方、アクティブラーニングとして授
業に取り入れる際のポイントや効果など「豊かな体験」につ
なげるための実践的な内容としている。

井上　満（常務理事） 東京都渋谷区 6時間 令和3年11月21日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、幼保
連携型認定こど
も園保育教諭

8,240円 18人
令和3年4月16日～
令和3年11月1日

令03-
80019-
505801号

03-5363-6010
http://www.naturegame
.or.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

公益社団法人著
作権情報セン
ター

【選択】教員に必要な著作権の基
礎知識を身につける

　学校運営のコンプライアンスとして必須であるだけではな
く、児童生徒に対する情報モラル教育の一要素として重要
な「著作権」について、教員として必要とされる基礎的な知
識を身につけていただくことを目的とした講習です。
　具体的には、「著作権の基礎知識」「著作権教育の実践－
音楽科の事例－」「学校運営と著作権」「教育にとって著作
権とは－今の学校に期待されるもの－」などの講義を行う予
定です。
　なお、履修認定のための「認定試験」は、講習時間内に実
施します。

上野　達弘（早稲田大学　法学学術院　教授）
大和　淳（福岡教育大学　教育学部　教授）

東京都新宿区 6時間 令和3年8月6日
教諭

養護教
諭

小・中・義務教
育・高・中等教
育・特別支援学
校教諭、養護教

諭

6,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年7月16日

令03-
80023-
503903号

03-5309-2421 http://www.cric.or.jp/

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもの解決力を育む-
子ども同士のトラブル・対立解決
アプローチ

オンデマンド型講習
日常生活は対立やトラブルの連続です。学級内で起こった
問題やトラブルを教師が解決するのではなく、子どもが子ど
も同士で問題を解決していく力をどのように育てていったら
いいのか、効果が実証されている「修復的正義」や「対立を
解決するミディエーション」について学べる講座です。また、
日常的に起こりうるトラブルや対立を想定した演習を通し
て、子どもへの効果的なアプローチについて検討します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）

インターネット 6時間
令和3年5月10日～
令和3年8月30日

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和3年4月16日～
令和3年7月16日

令03-
80032-
503397号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもの解決力を育む-
子ども同士のトラブル・対立解決
アプローチ

オンデマンド型講習
日常生活は対立やトラブルの連続です。学級内で起こった
問題やトラブルを教師が解決するのではなく、子どもが子ど
も同士で問題を解決していく力をどのように育てていったら
いいのか、効果が実証されている「修復的正義」や「対立を
解決するミディエーション」について学べる講座です。また、
日常的に起こりうるトラブルや対立を想定した演習を通し
て、子どもへの効果的なアプローチについて検討します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
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

教諭
養護教

諭

全教諭　養護教
諭

6,000円 100人
令和3年8月1日～
令和3年11月5日

令03-
80032-
503398号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】学級経営が変わる！アセ
スの使い方・活かし方

同時双方向型
いじめや不登校を未然に防止し、互いを尊重し高めあう学
級づくりのためには、子どもの学校適応感の把握が重要で
す。これまで数多くの教育委員会や学校と協働してアセスを
活用した学校改革等で成果をあげてきた講師が、アセスの
使い方、結果の読み方、その具体的な活用方法について
様々な事例を交えてわかりやすく解説します。

栗原　慎二（広島大学大学院　人間社会科学研
究科教授）

インターネット 6時間 令和3年5月29日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月15日

(備考　クラーク国際高
等学校勤務者のみ対

象のため一般募集は行
いません。)

令03-
80032-
503399号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】ブリーフカウンセリングの
実践

同時双方向型
生徒や保護者との信頼関係を構築し、生徒指導や保護者
対応のために教育相談技法を身につけることは非常に有効
です。本講座は、学校で使えるカウンセリング技法やブリー
フセラピーについて演習を交えながら紹介します。教師が現
場で行う開発的カウンセリングの実際が学べます。

栗原　慎二（広島大学大学院　人間社会科学研
究科教授）

インターネット 6時間 令和3年5月30日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月15日

(備考　クラーク国際高
等学校勤務者のみ対

象のため一般募集は行
いません。)

令03-
80032-
503400号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】協同学習と理論と実際

同時双方向型
主体的・対話的で深い学びを実現し、学力向上や学びの質
の向上に効果が実証されている協同学習について、心理教
育と授業づくりの視点から、子どものコミュニケーションを促
進する授業づくりについて分かり易く解説します。さらに、個
と集団の理解、より効果的な学習を推進するためのポイン
ト、教師の働きかけ等、演習を通して実践的に学んでいきま
す。

栗原　慎二（広島大学大学院　人間社会科学研
究科教授）

インターネット 6時間 令和3年6月5日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年5月22日

(備考　クラーク国際高
等学校勤務者のみ対

象のため一般募集は行
いません。)

令03-
80032-
503401号

082-211-1030 http://www.aises.info
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】学校に活かす人間の変化
と成長の心理学ー交流分析基礎
編ー

同時双方向型
「交流分析」の基礎講座です。学校現場に起こりがちな人間
関係のこじれやつまづきをはじめ、様々な対人関係トラブル
の見立て方を学びます。日常の学校で心に浮かぶ「どうし
て？」「なぜ？」「どうすればいい？」という疑問に理論的な
答えが見つかり、今後の見通しがみえてくる講座です。

栗原　慎二（広島大学大学院　人間社会科学研
究科教授）

インターネット 6時間 令和3年6月19日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月5日

(備考　クラーク国際高
等学校勤務者のみ対

象のため一般募集は行
いません。)

令03-
80032-
503402号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】交流分析を使った困難事
例への理解と対応ー交流分析応
用編ー

同時双方向型
「交流分析」の応用講座です。交流分析の講座は構造分析
ややりとり分析だけで終わっていることも多いですが、精神
病理であるゲーム分析や、ドライバーや禁止令を踏まえた
脚本分析なども踏み込みます。実際の学校現場の困難事
例を交流分析によって理解し、仮説をたて、実際の対応策を
検討します。

栗原　慎二（広島大学大学院　人間社会科学研
究科教授）

インターネット 6時間 令和3年6月20日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年6月5日

(備考　クラーク国際高
等学校勤務者のみ対

象のため一般募集は行
いません。)

令03-
80032-
503403号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもと作る生き生きした
学校―ＰＳプログラム編―

同時双方向型
ピア・サポートのプランニングやマネジメントの研修を通し
て、子どもとともに生き生きとした学校・学級を作るプログラ
ムについて研修する。

栗原　慎二（広島大学大学院　人間社会科学研
究科教授）

インターネット 6時間 令和3年11月6日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年10月23日

(備考　クラーク国際高
等学校勤務者のみ対

象のため一般募集は行
いません。)

令03-
80032-
503404号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択】子どもの解決力を育む―
ピアサポートの発展―

同時双方向型
子どもがトラブルや対立を解決していく力を育む方法をピ
ア・サポートの理論から学び、生き生きとした学級づくりにつ
いて研修する。

栗原　慎二（広島大学大学院　人間社会科学研
究科教授）

インターネット 6時間 令和3年11月7日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭向け

6,000円 30人

令和3年4月16日～
令和3年10月23日

(備考　クラーク国際高
等学校勤務者のみ対

象のため一般募集は行
いません。)

令03-
80032-
503405号

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

公益社団法人日
本環境教育
フォーラム

【選択】SDGsを学ぶ・伝える・取り
入れる スキルアップ講習

本講習では、SDGsやエシカル消費について児童・生徒に伝
える際の視点や言葉を学ぶと共に、授業や学校活動の中に
取り入れていく手法や事例を、オンデマンド型による動画視
聴と、課題に取り組むことよって学びます。環境教育の領域
で蓄積されてきたワークショップの手法や、体験を学びにつ
なげるファシリテーションを学ぶことで、児童・生徒にサスティ
ナビリティの意識を伝えられるスキルを身に付けることを目
指します。

川嶋　直（理事長）
栗原　清（学習院大学　文学部特任教授）
鴨川　光（ジャパンGEMSセンター主任研究員）

インターネット 6時間
令和3年5月1日～
令和3年10月31日

教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け
6,500円 500人

令和3年4月16日～
令和3年10月17日

令03-
80033-
504358号

03-5834-2897
http://www.jeef.or.jp/a
ctivities/kyouinmenkyo
/

公益財団法人日
本数学検定協会

【選択】これからの算数・数学教
育（小学校算数科を中心に）

小学校算数科にかかわる内容を中心に次の構成で講習を
実施する。１．平成期の学習指導要領改訂の変遷(算数科を
中心に)、２．新小学校学習指導要領(平成29年改訂)と算数
科、３．算数学習の現状と課題(各種調査の結果から)、４．
算数科における主体的・対話的で深い学びの実現（(1)背
景・考え方・授業づくり）、５．算数科における主体的・対話的
で深い学びの実現（(2)授業づくり(その１)）、６．算数科にお
ける主体的・対話的で深い学びの実現（(3)授業づくり(その
２)） （小中接続及び義務教育と高等学校教育の接続の観点
から中学校・高等学校等の数学科教諭も対象とする。）

清水　静海（帝京大学　大学院　教職研究科教
授）

東京都台東区 6時間 令和3年9月19日 教諭

小学校教諭、中
学校・義務教育
学校・高等学校・
中等教育学校・
特別支援学校数
学科教諭向け

6,000円 10人
令和3年4月16日～
令和3年8月29日

令03-
80037-
505583号

03-5812-8340
https://www.su-
gaku.net/others/teache
r_license/
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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
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種
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公益財団法人日
本数学検定協会

【選択】これからの算数・数学教
育（小学校算数科を中心に）

小学校算数科にかかわる内容を中心に次の構成で、同時
双方型の講習を実施する。１．平成期の学習指導要領改訂
の変遷(算数科を中心に)、２．新小学校学習指導要領(平成
29年改訂)と算数科、３．算数学習の現状と課題(各種調査
の結果から)、４．算数科における主体的・対話的で深い学
びの実現（(1)背景・考え方・授業づくり）、５．算数科における
主体的・対話的で深い学びの実現（(2)授業づくり(その１)）、
６．算数科における主体的・対話的で深い学びの実現（(3)授
業づくり(その２)） （小中接続及び義務教育と高等学校教育
の接続の観点から中学校・高等学校等の数学科教諭も対
象とする。）

清水　静海（帝京大学　大学院　教職研究科教
授）

インターネット 6時間 令和3年9月19日 教諭

小学校教諭、中
学校・義務教育
学校・高等学校・
中等教育学校・
特別支援学校数
学科教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年8月29日

令03-
80037-
505584号

03-5812-8340
https://www.su-
gaku.net/others/teache
r_license/

公益財団法人日
本数学検定協会

【選択】これからの算数・数学教
育（数学ソフトの活用①）

　GIGAスクール構想で算数・数学教育も新しく変わります。
情報機器は通信機能だけでなく、算数・数学教育にも使える
ようになり、この変化に対応する準備が必要となります。算
数・数学の問題を作成するために、情報機器は重要な役割
を担うでしょう。情報機器活用の面白さを体得しましょう。生
徒が「考える」ための手段として情報機器を活用できるよう
に、先生方が情報機器を実際に用いて授業を行うことを経
験し、算数･数学の創造的な思考方法を学ぶ場にしたいと考
えています。Work Shop形式として、話し合い、先生方の意
見を尊重する研修を目指します。
・各自のパソコン（スマートフォンでも可）を活用します。

渡邉　信（学習数学研究所研究員） 東京都台東区 6時間 令和3年9月20日 教諭

小学校教諭、中
学校・義務教育
学校・高等学校・
中等教育学校・
特別支援学校数
学科教諭向け

6,000円 10人
令和3年4月16日～
令和3年8月29日

令03-
80037-
505585号

03-5812-8340
https://www.su-
gaku.net/others/teache
r_license/

公益財団法人日
本数学検定協会

【選択】これからの算数・数学教
育（数学ソフトの活用①）

同時双方型の講習です。GIGAスクール構想で算数・数学教
育も新しく変わります。情報機器は通信機能だけでなく、算
数・数学教育にも使えるようになり、この変化に対応する準
備が必要となります。算数・数学の問題作成に情報機器は
重要な役割を担うでしょう。情報機器活用の面白さを体得し
ましょう。生徒が「考える」ための手段として情報機器を活用
できるよう、先生方が情報機器を実際に用いて授業を行うこ
とを経験し、算数･数学の創造的な思考方法を学ぶ場にした
いと考えています。Work Shop形式で行い、先生方の意見を
尊重する研修を目指します。
・各自のパソコン（本講座受講用以外のもの）、スマートフォ
ン等を活用します。

渡邉　信（学習数学研究所研究員） インターネット 6時間 令和3年9月20日 教諭

小学校教諭、中
学校・義務教育
学校・高等学校・
中等教育学校・
特別支援学校数
学科教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年8月29日

令03-
80037-
505586号

03-5812-8340
https://www.su-
gaku.net/others/teache
r_license/

公益財団法人日
本数学検定協会

【選択】これからの算数・数学教
育（中学校数学科を中心に）

中学校数学科にかかわる内容を中心に次の構成で講習を
実施する。１．平成期の学習指導要領改訂の変遷(中・高等
学校の数学科を中心に)、２．新中・高等学校学習指導要領
(平成29・30改訂)と数学科、３．数学学習の現状と課題(諸調
査の結果から)、４．数学科における主体的・対話的で深い
学びの実現（(1)背景・考え方・授業づくり）、５．数学科にお
ける主体的・対話的で深い学びの実現（(2)授業づくり(その
１)）、６．数学科における主体的・対話的で深い学びの実現
（(3)授業づくり(その２)） （小中接続の観点から小学校教諭
も対象とする。）

清水　静海（帝京大学　大学院　教職研究科教
授）

東京都台東区 6時間 令和3年11月21日 教諭

小学校教諭、中
学校・義務教育
学校・高等学校・
中等教育学校・
特別支援学校数
学科教諭向け

6,000円 10人
令和3年4月16日～
令和3年10月31日

令03-
80037-
505587号

03-5812-8340
https://www.su-
gaku.net/others/teache
r_license/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

公益財団法人日
本数学検定協会

【選択】これからの算数・数学教
育（中学校数学科を中心に）

中学校数学科にかかわる内容を中心に次の構成で、同時
双方型の講習を実施する。１．平成期の学習指導要領改訂
の変遷(中・高等学校の数学科を中心に)、２．新中・高等学
校学習指導要領(平成29・30改訂)と数学科、３．数学学習の
現状と課題(諸調査の結果から)、４．数学科における主体
的・対話的で深い学びの実現（(1)背景・考え方・授業づく
り）、５．数学科における主体的・対話的で深い学びの実現
（(2)授業づくり(その１)）、６．数学科における主体的・対話的
で深い学びの実現（(3)授業づくり(その２)） （小中接続の観
点から小学校教諭も対象とする。）

清水　静海（帝京大学　大学院　教職研究科教
授）

インターネット 6時間 令和3年11月21日 教諭

小学校教諭、中
学校・義務教育
学校・高等学校・
中等教育学校・
特別支援学校数
学科教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年10月31日

令03-
80037-
505588号

03-5812-8340
https://www.su-
gaku.net/others/teache
r_license/

公益財団法人日
本数学検定協会

【選択】これからの算数・数学教
育（数学ソフトの活用②）

情報時代の算数・数学教育の研修をします。今後、算数・数
学教育は情報機器の活用によって変化するでしょう。この講
座では将来の算数・数学教育について考えます。情報機器
は通信機能だけでなく数学的思考に欠かせない道具になる
でしょう。このような時代の研修として、先生方が実際に情
報機器を使って何ができるかを体験することは重要です。現
在、算数・数学教育の中で情報機器を使っている先生方と
語り合うことによって、自らが作り出す教育を考えましょう。
　各自のパソコン（スマートフォン可）を使います。パソコン未
経験者でも参加可能です。

渡邉　信（学習数学研究所研究員） 東京都台東区 6時間 令和3年11月23日 教諭

小学校教諭、中
学校・義務教育
学校・高等学校・
中等教育学校・
特別支援学校数
学科教諭向け

6,000円 10人
令和3年4月16日～
令和3年10月31日

令03-
80037-
505589号

03-5812-8340
https://www.su-
gaku.net/others/teache
r_license/

公益財団法人日
本数学検定協会

【選択】これからの算数・数学教
育（数学ソフトの活用②）

　同時双方型の講習です。情報時代の算数・数学教育の研
修をします。今後、算数・数学教育は情報機器の活用によっ
て変化するでしょう。この講座では将来の算数・数学教育に
ついて考えます。情報機器は通信機能だけでなく数学的思
考に欠かせない道具になるでしょう。このような時代の研修
として、先生方が実際に情報機器を使って何ができるかを
体験することは重要です。現在、算数・数学教育の中で情報
機器を使っている先生方と語り合うことによって、自らが作り
出す教育を考えましょう。　
　各自のパソコン（本講座受講用以外のもの）、スマートフォ
ン等を使います。パソコン未経験者でも参加可能です。

渡邉　信（学習数学研究所研究員） インターネット 6時間 令和3年11月23日 教諭

小学校教諭、中
学校・義務教育
学校・高等学校・
中等教育学校・
特別支援学校数
学科教諭向け

6,000円 30人
令和3年4月16日～
令和3年10月31日

令03-
80037-
505590号

03-5812-8340
https://www.su-
gaku.net/others/teache
r_license/

公益財団法人日
本ラグビーフット
ボール協会

【選択】タグラグビーの指導方法
と魅力的な授業づくり

本講習では、座学と実技の講習によりタグラグビーの授業
づくりを考えます。座学では、競技の特性を論ずるとともに、
タグラグビーに共通するラグビーの歴史や文化にも触れ、
体育・保健体育科以外での活用も講じます。実技では受講
者自身がプレーすることで、豊富な運動量と誰もが活躍でき
ることを体感いただきながら授業の組み立てを学びます。座
学と実技を踏まえ、学校での単元計画づくりに役立てます。

鈴木　秀人（東京学芸大学教職大学院　教授）
廣瀬　勝弘（京都産業大学　現代社会学部健康
スポーツ社会学科教授）
上田　雄一（大分市立大在中学校　校長）
加藤　真也（京都市立洛南中学校　教頭）

東京都渋谷区 6時間 令和3年8月18日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、中等
教育学校、特別
支援学校教諭向

け

6,000円 40人
令和3年4月16日～
令和3年7月31日

令03-
80039-
505544号

03-3401-3289
https://www.rugby-
japan.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福井県教育委員
会・福井大学

【選択】教育実践と教育改革Ⅲ 
－「教育実践の省察」を深める－

○受講者自身が専門職としてこれまでの教育実践の中で大
切にしてきたこと、試行錯誤しながら取り組んできたこと、そ
の中で考え練り上げてきたことなどを振り返り、記録に残す
とともに、それに基づいて、実践を語り聴き、学校における
協働の意義や教師の同僚性についても考えを広げ、明日の
実践に向けた展望を拓いていく。
〇同時双方向型（テレビ会議方式）で実施する。

柳澤　昌一（福井大学　大学院福井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科教
授），三田村　彰（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
特任教授），淵本　幸嗣（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科教授），牧田　菊子（福井大学　大学院福井
大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開
発研究科教授），遠藤　貴広（福井大学　大学院福
井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職
開発研究科准教授），木村　優（福井大学　大学院
福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教
職開発研究科准教授），隼瀬　悠里（福井大学　大
学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連
合教職開発研究科准教授），高阪　将人（福井大学　
学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連
合教職開発研究科講師），半原　芳子（福井大学　
大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科准教授），荒木　良子（福井大
学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園
大学連合教職開発研究科准教授），笹原　未来（福
井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳
学園大学連合教職開発研究科准教授），廣澤　愛子
（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜
聖徳学園大学連合教職開発研究科准教授），小嵐　
恵子（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・
岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科客員教授），
宮本　雄太（福井大学　大学院福井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科講
師），血原　正純（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
准教授），森田　史生（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科客員准教授），朝倉　智子（福井大学　大学
院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合
教職開発研究科客員准教授），岸野　麻衣（福井大
学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園
大学連合教職開発研究科准教授）

インターネット 6時間 令和3年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

本県の中堅教諭
等資質向上研修
ⅠⅡⅢの対象と
なる、幼稚園・幼
保連携型認定こ
ども園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭・養護
教諭・栄養教諭

向け

0円 150人

令和3年4月16日～
令和3年4月27日

(備考　基本研修（中堅
教諭等資質向上研修

ⅠⅡⅢ）として実施のた
め、一般募集は行わな

い)

令03-
90007-
504450号

0776-58-2160　
(内線： 234)

http://www.fukui-
c.ed.jp/~fec/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福井県教育委員
会・福井大学

【選択】教育実践と教育改革Ⅲ 
－「教育実践の省察」を深める－

○受講者自身が専門職としてこれまでの教育実践の中で大
切にしてきたこと、試行錯誤しながら取り組んできたこと、そ
の中で考え練り上げてきたことなどを振り返り、記録に残す
とともに、それに基づいて、実践を語り聴き、学校における
協働の意義や教師の同僚性についても考えを広げ、明日の
実践に向けた展望を拓いていく。
〇同時双方向型（テレビ会議方式）で実施する。

柳澤　昌一（福井大学　大学院福井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科教
授），三田村　彰（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
特任教授），淵本　幸嗣（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科教授），牧田　菊子（福井大学　大学院福井
大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開
発研究科教授），遠藤　貴広（福井大学　大学院福
井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職
開発研究科准教授），木村　優（福井大学　大学院
福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教
職開発研究科准教授），隼瀬　悠里（福井大学　大
学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連
合教職開発研究科准教授），高阪　将人（福井大学　
学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連
合教職開発研究科講師），半原　芳子（福井大学　
大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科准教授），荒木　良子（福井大
学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園
大学連合教職開発研究科准教授），笹原　未来（福
井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳
学園大学連合教職開発研究科准教授），廣澤　愛子
（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜
聖徳学園大学連合教職開発研究科准教授），小嵐　
恵子（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・
岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科客員教授），
宮本　雄太（福井大学　大学院福井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科講
師），血原　正純（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
准教授），森田　史生（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科客員准教授），朝倉　智子（福井大学　大学
院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合
教職開発研究科客員准教授），岸野　麻衣（福井大
学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園
大学連合教職開発研究科准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

本県の中堅教諭
等資質向上研修
ⅠⅡⅢの対象と
なる、幼稚園・幼
保連携型認定こ
ども園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭・養護
教諭・栄養教諭

向け

0円 150人

令和3年4月16日～
令和3年4月27日

(備考　基本研修（中堅
教諭等資質向上研修

ⅠⅡⅢ）として実施のた
め、一般募集は行わな

い)

令03-
90007-
504451号

0776-58-2160　
(内線： 234)

http://www.fukui-
c.ed.jp/~fec/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

福井県教育委員
会・福井大学

【選択】教育実践と教育改革Ⅲ 
－「教育実践の省察」を深める－

○受講者自身が専門職としてこれまでの教育実践の中で大
切にしてきたこと、試行錯誤しながら取り組んできたこと、そ
の中で考え練り上げてきたことなどを振り返り、記録に残す
とともに、それに基づいて、実践を語り聴き、学校における
協働の意義や教師の同僚性についても考えを広げ、明日の
実践に向けた展望を拓いていく。
〇同時双方向型（テレビ会議方式）で実施する。

柳澤　昌一（福井大学　大学院福井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科教
授），三田村　彰（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
特任教授），淵本　幸嗣（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科教授），牧田　菊子（福井大学　大学院福井
大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開
発研究科教授），遠藤　貴広（福井大学　大学院福
井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職
開発研究科准教授），木村　優（福井大学　大学院
福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教
職開発研究科准教授），隼瀬　悠里（福井大学　大
学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連
合教職開発研究科准教授），高阪　将人（福井大学　
学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連
合教職開発研究科講師），半原　芳子（福井大学　
大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科准教授），荒木　良子（福井大
学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園
大学連合教職開発研究科准教授），笹原　未来（福
井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳
学園大学連合教職開発研究科准教授），廣澤　愛子
（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜
聖徳学園大学連合教職開発研究科准教授），小嵐　
恵子（福井大学　大学院福井大学・奈良女子大学・
岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科客員教授），
宮本　雄太（福井大学　大学院福井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科講
師），血原　正純（福井大学　大学院福井大学・奈
良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科
准教授），森田　史生（福井大学　大学院福井大
学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発
研究科客員准教授），朝倉　智子（福井大学　大学
院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合
教職開発研究科客員准教授），岸野　麻衣（福井大
学　大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園
大学連合教職開発研究科准教授）

インターネット 6時間 令和3年12月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

本県の中堅教諭
等資質向上研修
ⅠⅡⅢの対象と
なる、幼稚園・幼
保連携型認定こ
ども園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校の教諭・養護
教諭・栄養教諭

向け

0円 150人

令和3年4月16日～
令和3年4月27日

(備考　基本研修（中堅
教諭等資質向上研修

ⅠⅡⅢ）として実施のた
め、一般募集は行わな

い)

令03-
90007-
504452号

0776-58-2160　
(内線： 234)

http://www.fukui-
c.ed.jp/~fec/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鈴鹿大学・鈴鹿
大学短期大学部

【選択】養護教諭対象講習Ⅰ

【午前】「学校の安全を守るため感染症の総論と災害時に発
生する感染症対策について考える」
感染症について基礎知識の確認と近年の動向をふまえ、学
校現場における安全対策を考える。頻発する国内外の地球
規模の災害についての現状と安全管理について考える。
【午後】「保健室のセルフメディケーションと学校環境衛生に
ついて」
子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために
は、学校環境衛生の維持・管理と共に、応急手当てに適し
た医薬品の適正使用が重要である。
学校環境衛生および医薬品に対して理解を深め、子どもの
身体と健康を考える教育に活かすことを目的とする。

翠川　薫（こども教育学部教授）
林　浩司（こども教育学部非常勤講師）

三重県鈴鹿市 6時間 令和3年8月18日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 30人

令和3年4月17日～
令和3年5月9日

令03-
90015-
504524号

059-372-3921
http://www.suzuka-
jc.ac.jp/

鈴鹿大学・鈴鹿
大学短期大学部

【選択】養護教諭対象講習Ⅱ

高機能患者シミュレータを用い、事例（シミュレーション）を通
してフィジカルアセスメントの基本技術であるバイタルサイン
観察の技術を再確認し、さらなる向上を目指した講義・実
習・演習を展開する。
講習の到達目標及びテーマ：
① 食物アレルギーの子どもが、アナフィラキシーを起こした
ときの救急処置ができるようになる。②アナフィラキシー時
のフィジカルアセスメント（バイタルサインを含む）ができる。
③救急対応した内容を報告および記録することができる。

小川　真由子（こども教育学部准教授）
福田　博美（愛知教育大学　養護教育講座教
授）

三重県鈴鹿市 6時間 令和3年8月19日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 30人

令和3年4月17日～
令和3年5月9日

令03-
90015-
504525号

059-372-3921
http://www.suzuka-
jc.ac.jp/

鈴鹿大学・鈴鹿
大学短期大学部

【選択】養護教諭対象講習Ⅲ

　児童生徒等の健康課題は多様化・複雑化しており、養護
教諭の専門職としての関わりへの期待は大きくなってきてい
る。特に2020年からの新型コロナウイルスの流行により、感
染症予防の観点から保健教育・保健管理の重要性が再認
識されている。
この講習は、それぞれの養護実践活動を省察し、最新の情
報を交えながら、講義やグループワークを通じ、今後の職務
展開を考える視点や方法を修得することを目的とする。

上田　ゆかり（こども教育学部准教授）
木村　美来（こども教育学部講師）

三重県鈴鹿市 6時間 令和3年8月20日
養護教

諭
養護教諭向け 6,000円 30人

令和3年4月17日～
令和3年5月9日

令03-
90015-
504526号

059-372-3921
http://www.suzuka-
jc.ac.jp/

鈴鹿大学・鈴鹿
大学短期大学部

【選択】幼稚園教諭対象講習Ⅰ

前半は、幼児教育をめぐる近年の状況変化を踏まえなが
ら、保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こ
ども園教育・保育要領が改定されたことに伴う今後の方向
性について検討し、解説する。
後半は幼児教育･保育の質の向上をめざしたカリキュラム･
マネジメントはどのように行うのか、計画･実践･振り返りの
事例を通して検証する。併せてこれからの幼児教育者に求
められる資質･能力について考える。

井上　剛男（鈴鹿大学短期大学部　生活コミュ
ニケーション学科助教）
田口　鉄久（こども教育学部教授）

三重県鈴鹿市 6時間 令和3年8月18日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 80人
令和3年4月17日～

令和3年5月9日

令03-
90015-
504527号

059-372-3921
http://www.suzuka-
jc.ac.jp/

鈴鹿大学・鈴鹿
大学短期大学部

【選択】幼稚園教諭対象講習Ⅱ

　午前は発達障害など個別的な配慮や支援を必要とする
「子どもとその親」に対する理解やかかわりについて考え、
園生活において「子どもたちがともに育ち合う」教育につい
て深めたい。また実践的な視点で、グループワークを通して
意見交換をする。
　午後は児童虐待について、虐待が疑われたり、通告が必
要となったとき、子どもやその親への関りについて、どのよう
なことに気を付けていけばよいのか、また家庭での虐待の
予防的な働きかけなど、園としてできる親への子育て支援に
ついて、具体的事例をあげてグループワークを通して意見
交換をする。

田中　裕子（鈴鹿大学短期大学部　生活コミュ
ニケーション学科助教）
杉山　佳菜子（こども教育学部准教授）

三重県鈴鹿市 6時間 令和3年8月19日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 80人
令和3年4月17日～

令和3年5月9日

令03-
90015-
504528号

059-372-3921
http://www.suzuka-
jc.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鈴鹿大学・鈴鹿
大学短期大学部

【選択】幼稚園教諭対象講習Ⅲ
（音楽コース）

幼稚園教育における音楽表現活動のねらいでは、子どもた
ちの表現をしっかりと受け止め、活動の喜びや楽しさに共感
できることが大切である。保育内容の５領域の視点から音楽
活動を見直すとともに、音楽表現領域を中心に、実践を交え
て考えていく。
また、子どもたちと一緒に音楽表現活動を展開する際、楽典
の基礎や保育・教育者にとって身近な楽器であるピアノ・鍵
盤楽器の技術向上は、表現の幅を広げより良い保育に繋が
る。簡単な伴奏付けやアレンジ、弾き歌いに挑戦する。

大久保　友加里（こども教育学部助教）
みやざき　美栄（鈴鹿大学短期大学部　生活コ
ミュニケーション学科助教）

三重県鈴鹿市 6時間 令和3年8月20日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 25人
令和3年4月17日～

令和3年5月9日

令03-
90015-
504529号

059-372-3921
http://www.suzuka-
jc.ac.jp/

鈴鹿大学・鈴鹿
大学短期大学部

【選択】幼稚園教諭対象講習Ⅲ
（造形コース）

　時代と共に子どもを取り巻く環境が変化し、子ども本来が
持っている能力を発揮する場が限られつつある。可能性の
ある子どもの多彩な能力が開花できるよう、子どもとその文
化的・教育的環境について、また子どものあそび環境・あそ
びが育む能力についての認識を深める。
　午前の講義では、子どもが新しい時代に的確に対応し、自
己確立ができるよう、子どもの個性を伸ばしながら、文化を
享受する能力を身につけられるように、大人の認識を振り返
る。
　午後の講義では、素材の特徴を生かした立体表現、目的
や効果を工夫した絵画表現、など造形活動の多様性を体験
しながら、子どもの心身の調和のとれた発達を促す方法を
探っていきたい。

江藤　明美（鈴鹿大学短期大学部　生活コミュ
ニケーション学科非常勤講師）
真下　賢一（こども教育学部准教授）

三重県鈴鹿市 6時間 令和3年8月20日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 25人
令和3年4月17日～

令和3年5月9日

令03-
90015-
504530号

059-372-3921
http://www.suzuka-
jc.ac.jp/

鈴鹿大学・鈴鹿
大学短期大学部

【選択】幼稚園教諭対象講習Ⅲ
（身体表現コース）

　前半は、からだ、こころ、環境の健康についてグループ討
議を通して、あなた自身の健康観についての学びを深めま
す。また、運動あそびを行うには、「安全」について配慮をす
ることがとても重要です。運動あそびの安全についての事例
を通して、安全に遊ぶための方策について考えていきます。
　後半は、現代の子どもたちの体力・運動能力の課題等を
概観し、幼児期運動指針で示されているポイントを押さえな
がら、幼児期における運動あそびの必要性や指導する際の
留意点等について解説を行います。また、実際に運動をす
る中で、運動することの楽しさを自ら体験します。

石川　拓次（鈴鹿大学短期大学部　生活コミュ
ニケーション学科准教授）

三重県鈴鹿市 6時間 令和3年8月20日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 30人
令和3年4月17日～

令和3年5月9日

令03-
90015-
504531号

059-372-3921
http://www.suzuka-
jc.ac.jp/

鈴鹿大学・鈴鹿
大学短期大学部

【選択】栄養教諭対象講習Ⅰ

前半では、栄養管理の基礎について学ぶとともに、学童期
および思春期の身体的変化や日常生活の特徴を振り返り、
個食や朝食欠食、偏食、肥満、ダイエット志向など学童期お
よび思春期に発生する栄養上の問題や今後の課題につい
て考える。
後半では、スポーツをする児童生徒への個別的な相談指導
に対応するための基礎知識を得ることを目的としてスポーツ
選手に必要な栄養や食事の基本について学ぶ。また、児童
生徒指導への活用について考える。

福永　峰子（鈴鹿大学短期大学部　生活コミュ
ニケーション学科教授）
梅原　頼子（鈴鹿大学短期大学部　生活コミュ
ニケーション学科教授）

三重県鈴鹿市 6時間 令和3年8月18日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年5月9日

令03-
90015-
504532号

059-372-3921
http://www.suzuka-
jc.ac.jp/

鈴鹿大学・鈴鹿
大学短期大学部

【選択】栄養教諭対象講習Ⅱ

学校における食のリスクのうち、微生物による食中毒につい
て学ぶ。微生物学の基礎、現在の食中毒の傾向、学校給食
または学校行事等で生じた食中毒の事例を検討する。
後半は細菌検査と細菌の観察を行い、衛生指導、衛生教育
について考える。

櫻井　秀樹（鈴鹿大学短期大学部　生活コミュ
ニケーション学科准教授）

三重県鈴鹿市 6時間 令和3年8月19日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年5月9日

令03-
90015-
504533号

059-372-3921
http://www.suzuka-
jc.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

鈴鹿大学・鈴鹿
大学短期大学部

【選択】栄養教諭対象講習Ⅲ

味覚には５つの基本味がある。本講義の前半ではこの味覚
のメカニズムについて学ぶ。また、味覚の種類による閾値の
違いについて実験を通して学ぶ。
後半では、様々な条件・環境が味覚に与える影響を調理を
通して学ぶ。おいしさは味覚のみで感じられるものではない
ことを理解し、子どもたちへの関わり方についてグループで
話し合い、まとめて発表する。

乾　陽子（鈴鹿大学短期大学部　生活コミュニ
ケーション学科准教授）
木下　麻衣（鈴鹿大学短期大学部生活コミュニ
ケーション学科助教）

三重県鈴鹿市 6時間 令和3年8月20日
栄養教

諭
栄養教諭 6,000円 20人

令和3年4月17日～
令和3年5月9日

令03-
90015-
504534号

059-372-3921
http://www.suzuka-
jc.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】言葉の発達と絵本

①育みたい資質・能力など、幼稚園教育要領解説第1章の
内容を講義する。②乳幼児の言葉の獲得とその後の発達に
ついて解説する。③絵本の内容・読み聞かせについて講義
する。④絵本を利用した保育展開を考える。自分の好きな
絵本を1冊持参すること。				

古相　正美（教育学部教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 140人
令和3年5月17日～
令和3年5月31日

令03-
90025-
503521号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】初めての協同学習

協同学習の基本的な考え方を理解し、いくつかの技法を体
験的に理解することが本講習の目標です。協同学習とは、
互恵的な協力関係に基づいた相互交流によって、全ての学
習者が成長することを目指すものです。単にグループで学
習することは協同学習ではありません。協同学習の技法の
背景にある理念や原理を理解することによって、教室での
応用ができるようになることを目指します。講習者同士で協
力して協同学習を学ぶ講習です。

野上　俊一（教育学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月20日 教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学

校教諭

6,000円 32人
令和3年5月17日～
令和3年5月31日

令03-
90025-
503522号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】｢認知症予防と食事につ
いて｣と｢弁当の日を核にした教
科等横断的な『技術･家庭科』授
業の構想｣

現在の中高生が高齢期を迎える2065年には、高齢化率が
38.4％に達し、国民の約2.6 人に1人が65歳以上の高齢者と
なると推計されており、大きな社会問題となっていくのが認
知症です。これまでの久山町（福岡県）研究から、認知症予
防のための食事について学び、今後の生活習慣について
考えていきます。新しい学習指導要領で求められている教
科等横断的な授業を、『弁当の日』を核にして｢技術･家庭
科｣と｢特別活動｣で構想していきます。

内田　和宏（栄養科学部准教授）
萩尾　久美子（栄養科学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校教諭 （技

術･家庭科）
6,000円 20人

令和3年5月17日～
令和3年5月31日

令03-
90025-
503523号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】新学習指導要領に対応し
た小学校書写指導

令和2年度から完全実施された小学校学習指導要領の内容
を反映させた書写指導の授業づくりについて行う。授業づく
りの際、「主体的・対話的で深い学び」の視点で授業改善を
試み、ICTの効果的な活用の仕方や、日常生活への繋げ方
などについても講義する。

岡田　充弘（教育学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月23日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和3年5月17日～
令和3年5月31日

令03-
90025-
503524号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】日本語の特性と幼児教
育・保育

日本語の特性について他言語との比較を通して学ぶ。ま
た、日本語の特性への理解に基づく保育内容言葉の具体
的展開・絵本を中心とした児童文化財の選定と実演・保護
者対応を含む言語コミュニケーションの実際についても取り
扱う。

川俣　沙織（幼児保育学科講師） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月23日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和3年5月17日～
令和3年5月31日

令03-
90025-
503525号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】｢学びのリアリティーを実
感させる『家庭基礎』の授業デザ
イン｣と｢学習評価｣

新しい学習指導要領で求められている授業像（コンピテン
シー・ベイスの教育）を追求するため、学びのリアリティーを
実感させる「家庭基礎」の授業デザイン、および学習評価を
考えていきます。

大久保　敦（栄養科学部特命教授）
萩尾　久美子（栄養科学部准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年8月23日 教諭
高等学校教諭

（家庭科）
6,000円 20人

令和3年5月17日～
令和3年5月31日

令03-
90025-
503526号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】発達が気になる子どもの
理解と関わり

近年、障害のある子どもや配慮を必要とする子どもへの対
応やその保護者への対応が、各園での大きなテーマのひと
つになっています。保育者は、そのような子どもや保護者と
どのように向き合えばよいのでしょうか。
本講習では、障害のある子どもを含む発達が気になる子ど
もたちへの保育を行う上での子ども理解や、関わりについて
演習形式で考えていきたいと思います。

吉川　寿美（教育学部講師） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和3年5月17日～
令和3年5月31日

令03-
90025-
503527号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

440 / 441 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間
対象職

種
主な受講対象者

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】未来の子どもたちを育て
るために―保育者の連携と共有
―

幼稚園教育要領を踏まえ、未来の子どもたちを育てていくた
めに必要な保育とは何かを考えていきます。また、保育者と
しての自分自身を振り返り、保育者の連携（人間関係）につ
いて事例を通してグループワークを行います。日々の保育
実践の中で、共に保育を共有する大切さを考えていきます。

永渕　美香子（幼児保育学科准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
令和3年5月17日～
令和3年5月31日

令03-
90025-
503528号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・
中村学園大学短
期大学部

【選択】やさしく楽しく学ぶ表現運
動

「10分から始めよう！表現運動」を合言葉に、表現運動への
導入部、リズムダンス、フォークダンスをやさしく楽しく学んで
いきます。なお、本講習はダンスや身体表現に慣れていな
い方を想定した入門向けです。

桧垣　淳子（教育学部准教授） 福岡県福岡市 6時間 令和3年8月24日 教諭
幼稚園教諭・小

学校教諭
6,000円 30人

令和3年5月17日～
令和3年5月31日

令03-
90025-
503529号

092-851-6423
http://www.nakamura-
u.ac.jp/
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