
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和３年度　免許状更新講習　第６回認定(選択必修領域)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

星槎道都大学
【選択必修】学校，家庭並びに地
域等との連携及び協働

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

学校・家庭・地域・関係機関との密接な連携協働の必要性
や具体的な方法、それぞれの果たす役割について解説しま
す。また、障害のある子どもの指導に当たっては、特別支援
学校や家庭・医療・福祉に関連する公的機関との連携と援
助などについて実際の課題等について考察し、連携・協働
を進めていくための体制づくりについて理解を深めます。

藤根　収（社会福祉学部社会福祉学科教授） 通信教育 6時間
令和3年11月10日～
令和3年12月10日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 200人
令和3年9月1日～
令和3年11月11日

令03-
30009-
301758号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択必修】学校，家庭並びに地
域等との連携及び協働

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

学校・家庭・地域・関係機関との密接な連携協働の必要性
や具体的な方法、それぞれの果たす役割について解説しま
す。また、障害のある子どもの指導に当たっては、特別支援
学校や家庭・医療・福祉に関連する公的機関との連携と援
助などについて実際の課題等について考察し、連携・協働
を進めていくための体制づくりについて理解を深めます。

藤根　収（社会福祉学部社会福祉学科教授） 通信教育 6時間
令和3年11月10日～
令和4年1月7日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 200人
令和3年9月1日～
令和3年12月14日

令03-
30009-
301759号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択必修】学校をめぐる近年の
状況の変化

学校を巡る近年の状況の
変化
法令改正及び国の審議
会の状況等

学力、体力・運動能力、問題行動等にかかわる各種統計調
査等の結果から我が国の児童生徒の実態及び解決すべき
教育上の諸課題について考察します。また、諸外国及び我
が国の教育改革の動向及び相互の関連を俯瞰するととも
に、我が国における近年の法改正や行政施策の背景及び
内容について理解を深めます。

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12月26日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 60人
令和3年10月1日～
令和3年11月26日

令03-
30009-
301760号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

星槎道都大学
【選択必修】学校，家庭並びに地
域等との連携及び協働

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

学校・家庭・地域・関係機関との密接な連携協働の必要性
や具体的な方法、それぞれの果たす役割について解説しま
す。また、障害のある子どもの指導に当たっては、特別支援
学校や家庭・医療・福祉に関連する公的機関との連携と援
助などについて実際の課題等について考察し、連携・協働
を進めていくための体制づくりについて理解を深めます。

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12月26日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 60人
令和3年10月1日～
令和3年11月26日

令03-
30009-
301761号

011-372-8050
https://www.seisadoht
o.ac.jp/

常磐大学
【選択必修】学習指導要領改訂・
法令改正と教育をめぐる今日的
課題

学校を巡る近年の状況の
変化
法令改正及び国の審議
会の状況等

学習指導要領の改訂の動向と共に、教育基本法および関
連法令の改正と国の教育関連審議会での検討状況等を確
認しつつ、子ども・子育て支援制度、キャリア教育、学校・家
庭・地域の連携・協働、教育の情報化、学校安全と危機管
理等、学校を巡る近年の状況の変化と教育をめぐる今日的
課題に着目していきます。

栗原　和弘（人間科学部教育学科助教）
松橋　義樹（人間科学部教育学科助教）
石﨑　ちひろ（常磐短期大学　幼児教育保育学
科助教）
小山田　建太（人間科学部教育学科助教）
柴原　宏一（人間科学部教育学科特任教授）

茨城県水戸市 6時間 令和3年11月14日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 80人
令和3年8月25日～
令和3年9月10日

令03-
30063-
301752号

029-232-2867
http://www.tokiwa.ac.jp
/

足利大学 【選択必修】教育相談の基礎
教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

本講習では生徒指導提要等に示される教育相談の基礎的
な事項を確認しつつ、ABAやCBT等の新しい技法について
も解説します。また事例検討やロールプレイなどを可能な限
り取り入れ、教育相談の知識技術のブラッシュアップを目指
します。

森　慶輔（教職課程センター 教授） 栃木県足利市 6時間 令和3年8月24日
小学校
中学校

高等学校
特定しない 特定しない 6,000円 100人

令和3年7月16日～
令和3年7月23日

令03-
30066-
301754号

0284-22-5733
(内線： 650)

https://www.ashitech.a
c.jp/

足利大学
【選択必修】学校における危機管
理上の課題と組織的対応の必要
性

様々な問題に対する組織
的対応の必要性
学校における危機管理上
の課題

中学校教諭、高等学校教諭を対象に、学校における危機管
理上の課題とそれに対する組織的対応について考える時間
とする。勤務校における安全確保について再検討し、それを
改善するために組織としてどのような対策を打たなければな
らないかを考えていきたい。

池守　滋（教職課程センター 教授） 栃木県足利市 6時間 令和3年8月24日
中学校

高等学校
特定しない 特定しない 6,000円 30人

令和3年7月16日～
令和3年7月23日

令03-
30066-
301755号

0284-22-5733
(内線： 650)

https://www.ashitech.a
c.jp/

昭和女子大学

【選択必修】育成を目指す資質及
び能力を育むための主体的・対
話的で深い学びの実現に向けた
授業改善

育成を目指す資質及び能
力を育むための主体的・
対話的で深い学びの実現
に向けた授業改善

今次学習指導要領改訂において、「育成を目指す資質及び
能力を育むための主体的・対話的で深い学びの実現に向け
た授業改善」が各学校・各教師に強く求められるようになっ
た。本講座では、これからの時代にふさわしい学びのあり方
やつくり方を考究する。受講者自身の学習経験を紐解きな
がら、これまでの授業の何が問題なのか、そして、これまで
の授業の何をどう変えていけばいいのかを具体的なレベル
で考えていく。（同時双方向型およびオンデマンド型併用）

青木　幸子（総合教育センター准教授）
緩利　誠（総合教育センター准教授）

インターネット 6時間
令和3年10月17日、
令和3年10月1日～
令和3年10月29日

中学校
高等学校

中学校教諭、高
等学校教諭向け

教員未経験者向
け

6,000円 80人

令和3年7月16日～
令和3年8月16日

(備考　この講座は「就
職氷河期世代を対象と
した教職に関するリカレ
ント教育プログラム事
業」の対象講座のた

め、教員未経験者のみ
募集いたします。)

令03-
30169-
301765号

03-3411-5117
(内線： 5350)

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

東京薬科大学
【選択必修】学校におけるカウン
セリングと特別の支援を必要とす
る子どもに対する配慮事項

学習指導要領の改訂の
動向等
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

平成18年度以来通常の学級に特別な支援を必要とする児
童・生徒が増加していることを踏まえ、平成30年度の学習指
導要領改訂の考え方及び改訂点を中心に、従前の５障害と
発達障害について配慮事項を講ずる。
これを通じて、担当する学級及び学校全体における組織的
対応の必要性に関する理解を深めたい。

横田　雅史（帝京平成大学　教授）
東京都八王子
市

6時間 令和3年8月24日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 30人
令和3年7月16日～
令和3年7月30日

令03-
30216-
301753号

042-676-8792
(内線： 2643)

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

令和３年度(第６回)認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間

主な受講対象者

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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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

令和３年度(第６回)認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間

主な受講対象者

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

帝京科学大学
【選択必修】これからの道徳教育
の課題とその対応：SDG'sを取り
上げて

道徳教育

道徳の授業で取り上げられる道徳的価値は，学習指導要
領・特別の教科道徳に示されている「道徳の内容」にあり，
道徳の授業はこれらの内容を含んだ「教材」を基に進められ
ます．本講習では，社会参画や社会貢献を課題として取り
上げ，世界的にも注視されているSDG'sの取り組みを意識し
た教材を用いて，その展開を考えます．簡単な指導案の作
成も行います．SDG'sは高校の総合学習や幼稚園の環境領
域にも関係します．

福田　八重（教職センター講師）
永林　基伸（教職センター教職特命教授）

東京都足立区 6時間 令和3年8月28日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 40人
令和3年7月16日～

令和3年8月2日

令03-
30316-
301751号

03-6806-2046
(内線： 1501)

https://www.ntu.ac.jp/

日本福祉大学
【選択必修】学校をめぐる近年の
状況の変化

学校を巡る近年の状況の
変化

オンデマンド型で実施する。
貧困、虐待、不登校、いじめ、暴力、発達障害をはじめとし
て、学校はさまざまな福祉的課題に直面している状況下に
おいて、教員が心理や福祉などの専門家や関係機関、地域
と連携し問題の解決に当たればよいかを考察する。また、
1990年代以来の教育改革や学力観の変遷とその政治的・
経済的・社会的・思想的背景について講じる。

鈴木　庸裕（教育・心理学部教授）
山本　敏郎（教育・心理学部教授）

インターネット 6時間
令和3年10月1日～
令和4年1月30日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 1,000人
令和3年9月1日～
令和3年12月26日

令03-
30380-
301766号

052-242-3069
http://www.n-
fukushi.ac.jp/

佛教大学
【選択必修】教育相談（いじめ及
び不登校への対応を含む。）

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

いじめ防止対策法の策定以来、いじめや不登校の実態・背
景がどのように変わりつつあるのか、また、ネットを介した
「ネットいじめ」がどのような構造になっているのか等を、最
新のデータやその分析を踏まえながら講習し、もって教育相
談に資するための視点を提供する。本講習は、オンデマンド
型配信となります。

原　清治（教育学部教授） インターネット 7時間
令和3年8月15日～
令和4年2月15日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和3年7月16日～
令和3年9月30日

令03-
30416-
301769号

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

佛教大学 【選択必修】学校を巡る教育問題

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

学校を巡る状況の変化を、最新の中教審答申や学習指導
要領の改訂の文脈に沿って解説する。その際に、これまで
の「ゆとり」を中心とした授業のあり方によって、児童・生徒
の「学力」がどのように変化したのかを分析の基軸に据えた
い。そのうえで、学校で起こる様々な問題への対処に、いか
に組織的な対応が必要となるのかを論じる。その際に、
「チーム学校」をキーワードとした制度改革の視点について
も言及する。本講習はオンデマンド型配信となります。

原　清治（教育学部教授） インターネット 7時間
令和3年10月1日～
令和4年2月15日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和3年7月16日～
令和3年9月30日

令03-
30416-
301770号

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

羽衣国際大学
【選択必修】ロールプレイも用い
ながら現場の生徒指導・進路指
導を理解する

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

中学校現場での生徒指導を中心にして「学校を巡る近年の
状況の変化」について理解し、意見交換を実施する。イン
ターネットや性の問題、進路指導に関係する具体的な場面
を設定し、ロールプレイもまじえながら「様々な問題に対する
組織的対応の必要性」について理解し、意見交換を実施す
る。

梨木　昭平（人間生活学部教授） 大阪府堺市 6時間 令和3年12月27日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 4,800円 100人
令和3年11月30日～

令和3年12月9日

令03-
30465-
301767号

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

宮崎国際大学
【選択必修】幼稚園教育要領等
の改訂の動向と危機管理上の課
題

学習指導要領の改訂の
動向等
学校における危機管理上
の課題

幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要
なものである。そこで、平成２９年に告示された「新・幼稚園
教育要領」等で整理された、幼児教育において育みたい資
質・能力、また幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を読み
解き、あらためて幼児期の子どもが育むべき力とは何かを
問い直す。
また、危機管理上の課題について、事故情報・事例を踏ま
えながら、その予防や対応方法を含めて講義を行う。

白石　知子（教育学部　教授）
城戸　佐智子（教育学部　講師）

宮崎県宮崎市 6時間 令和3年8月31日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 80人
令和3年7月16日～
令和3年7月31日

令03-
30601-
301756号

0985-85-5931
(内線： 3703)

http://www.mic.ac.jp/

東九州短期大学
【選択必修】主体的・対話的で深
い学びの観点に立つ指導法の工
夫

育成を目指す資質及び能
力を育むための主体的・
対話的で深い学びの実現
に向けた授業改善

今日学校を巡るさまざまな状況が大きく変化してきている。
このような状況に対応するため平成30年4月施行された新し
い教育課程における主体的・対話的で深い学びの観点から
の指導法を理解する。そこではとくに、幼児期の終わりまで
に育ってほしい10の姿の育成を目指す教育活動の具体的
な技法に焦点化し、その修得を目指す。また、現代の教育
現場におけるさまざまな問題に対する組織的な対応の必要
性について理解する。

松田　順子（幼児教育学科　特任教授）
井上　快（幼児教育学科　助教）

大分県中津市 6時間 令和3年8月24日 幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 7,000円 40人
令和3年7月16日～
令和3年7月22日

令03-
35308-
301750号

0979-22-2425
https://www.higashikyu
syu.ac.jp/
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

令和３年度(第６回)認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間

主な受講対象者

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

北九州保育福祉
専門学校

【選択必修】学習指導要領の動
向と幼稚園における危機管理

学習指導要領の改訂の
動向等
学校における危機管理上
の課題

この講義は、更新講習の意義を学ぶとともに幼稚園教育の
基本などについて理解することを目的とする。そこで幼稚園
教育要領（平成20年と平成29年告示）を比較対照しながら、
改訂・新設の要点を解説し、中でも近年改めて重要視され
ている子どもの「非認知能力」を育てる為の適切な環境とそ
の方法（一部「カール・ロジャースの法則」を含む）について
再認識し、それを踏まえ「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」の評価方法や重要性を具体的な事例を通して考え
る。また、昨今の社会状況（新型コロナウィルス感染症を含
む）を踏まえた「危機管理」について学び、幼児にとって「命
の畏敬」やその為の安心・安全な教育環境の必要性を再認
識する。

木本　節子（幼児教育科非常勤講師）
福岡県京都郡
苅田町

6時間 令和3年8月15日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 40人
令和3年7月16日～
令和3年7月30日

令03-
40032-
301757号

0930-23-3213
https://www.tohaya.ac.j
p/khfc

北海道教育委員
会

【選択必修】「幼児教育の現状と
課題」及び「幼児教育施設の危機
管理」

学校を巡る近年の状況の
変化
学校における危機管理上
の課題

本講習では、幼児教育に関する北海道の現状や国の動向
等の講義等を通して、幼児教育の課題や在り方、保育者の
役割等について理解を深めるとともに、安心・安全を保障す
る教育を展開するための危機管理の認識を深め、組織的・
協働的な課題対応・解決能力を身につけ、園づくりを担う一
員としての自覚と協調性を養うことを目的とします。（オンデ
マンド形式による）

松浦　隆史（指導主事、幼児教育推進センター
幼児教育推進係主査）
吾田　富士子（藤女子大学　保育学科教授）
篠原　弥智（指導主事、健康・体育課健康・体育
指導係主査）
風間　直樹（社会教育主事、生徒指導・学校安
全課生徒指導（学校安全）係主査）

インターネット 6時間
令和3年9月10日～
令和3年10月30日

幼稚園 幼稚園教諭等
幼児教育中堅保
育者資質向上研

修受講者
0円 50人

令和3年7月20日～
令和3年8月20日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん)

令03-
50010-
301764号

011-206-6345
http://www.dokyoi.pref.
hokkaido.lg.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振
興機構

【選択必修】教育相談（国立オリ
ンピック記念青少年総合セン
ター）

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

学校現場において、いじめや不登校といった問題に教師が
対応するには、子どもの気持ちを理解するだけでなく、保護
者との信頼関係を築くことが大切である。学校と家庭の連
携・協力をすすめながら、生徒指導上の問題に取り組む教
師にとって、教育相談の技法や家庭訪問の実際、そして過
去の事例を学ぶことは大いに役立つと思われる。開善塾教
育相談研究所との協力で、この講座を行う。

花輪　敏男（共栄大学　特任教授）
金澤　純三（開善塾教育相談研究所　顧問）
藤崎　育子（開善塾教育相談研究所　所長）

通信教育 6時間
令和3年8月16日～
令和3年11月16日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 7,800円 10人
令和3年7月16日～
令和3年9月16日

令03-
70020-
301762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

【選択必修】教育相談（国立オリ
ンピック記念青少年総合セン
ター）

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

学校現場において、いじめや不登校といった問題に教師が
対応するには、子どもの気持ちを理解するだけでなく、保護
者との信頼関係を築くことが大切である。学校と家庭の連
携・協力をすすめながら、生徒指導上の問題に取り組む教
師にとって、教育相談の技法や家庭訪問の実際、そして過
去の事例を学ぶことは大いに役立つと思われる。開善塾教
育相談研究所との協力で、この講座を行う。
また、当講習はオンデマンド型方式によるインターネット配
信を行う。

花輪　敏男（共栄大学　特任教授）
金澤　純三（開善塾教育相談研究所　顧問）
藤崎　育子（開善塾教育相談研究所　所長）

インターネット 6時間
令和3年8月16日～
令和3年11月16日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 7,800円 30人
令和3年7月16日～
令和3年9月16日

令03-
70020-
301763号

03-6407-7713 http://www.niye.go.jp/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択必修】教育の最新事情
学習指導要領の改訂の
動向等

本講習は、「育成を目指す資質及び能力を育むための主体
的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」「学校、家
庭及び地域の連携及び協働」「様々な問題に対する組織的
対応の必要性」などの事項を中心に，教育の新事情につい
ての理解を深め，今日的な教育課題に対する対応技能の
習得を目指す。なお当講習は，10月23日の必修講習と連続
して行うものです。また、本講習は、処遇改善等加算Ⅱにお
けるマネジメント研修に相当する。

小林　紀子（青山学院大学　名誉教授・兼任講
師）

長野県松本市 6時間 令和3年10月16日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,500円 70人
令和3年8月20日～
令和3年8月27日

令03-
80011-
301768号

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