
令和３年度　免許状更新講習　第７回認定(必修領域)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

北海道教育大学 【必修】教育の今日的状況

　現代の子ども達は、社会環境・生活環境の変化や子ども
の貧困問題の中で、様々な教育上の課題が生じている。本
講習では、子供を取り巻く学校・家庭・地域の環境変化と、
それに起因する子供の発達・行動・学習・生活・人間関係の
ゆがみの実態と対応課題について、分かりやすく解説する。
また子供・学校・家庭等の実態に対して、求められる教育指
導や心のバリアフリーの対応課題及び教育施策の基本的
方向性をとらえる。
※講習はすべて、オンデマンドで実施し、試験はオンライン
で自宅で受けられます。

玉井　康之（副学長、教育学部釧路校教授）
戸田　まり（教育学部札幌校教授）
戸田　弘二（教育学部札幌校教授）

インターネット 6時間
令和3年10月12日～
令和4年3月11日

6,500円 1,000人
令和3年10月1日～
令和4年2月11日

令03-
10002-
100799号

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

香川大学
【必修】教育の最新事情：オンライ
ン〔リカレント〕

最近の研究成果等をふまえて4名の講師が担当する。世界
の教育の動向と日本の教育政策について、子どもの発達に
関する最新の知見と子ども観・教育観について、特別支援
教育に関する新たな課題とカウンセリングマインドや教員の
倫理観等について、子どもの生活の変化をふまえた諸課題
のとらえ方について、とりあげる。教員として知っておくべき
教育の最新事情とともに、日々の実践に活かすことができる
見方・考え方を提供する。（オンデマンド型で講習を実施し、
Web会議システムで試験を行います）

坂井　聡（教育学部　教授）
小方　直幸（教育学部　教授）
松井　剛太（教育学部准教授）
大久保　智生（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2月28日

6,000円 100人
令和3年8月17日～
令和4年1月14日

令03-
10073-
100795号

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

香川大学
【必修】教育の最新事情：オンライ
ン〔会場試験〕

最近の研究成果等をふまえて4名の講師が担当する。世界
の教育の動向と日本の教育政策について、子どもの発達に
関する最新の知見と子ども観・教育観について、特別支援
教育に関する新たな課題とカウンセリングマインドや教員の
倫理観等について、子どもの生活の変化をふまえた諸課題
のとらえ方について、とりあげる。教員として知っておくべき
教育の最新事情とともに、日々の実践に活かすことができる
見方・考え方を提供する。（オンデマンド型で講習を実施。試
験は会場試験を行います）

坂井　聡（教育学部　教授）
小方　直幸（教育学部　教授）
松井　剛太（教育学部准教授）
大久保　智生（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2月28日

6,000円 50人
令和3年8月17日～
令和4年1月14日

令03-
10073-
100796号

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

和洋女子大学
【必修】教育の動向と子どもの理
解

国の教育政策や世界の教育の動向について確認します。社
会変化の中で、どのような課題意識で教育政策が展開され
ているのか、日本と世界の動向を重ね合わせながら理解し
ます。また、子どもの発達に関する心理学等における最新
の知見（特別支援教育に関連も含）に基づき理解を深め、更
に不登校問題を窓口に、子どもの居場所づくりを目指す学
級経営の重要性や、学級担任の行う創意工夫事例を理解
し、現任校へ戻ってからの活用への意欲化を図ります。

白川　優治（人文学部こども発達学科 非常勤講
師）
逆井　洋一（埼玉県三郷市　適応指導教室専任
教育相談員）
佐藤　聡美（聖路加国際大学公衆衛生大学院
准教授）

千葉県市川市 6時間 令和3年12月25日 6,000円 50人
令和3年8月16日～
令和3年9月30日

令03-
30137-
100800号

047-371-2170 http://www.wayo.ac.jp
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和洋女子大学
【必修】幼児教育の動向と子ども
の理解

実践の省察のために子ども観・教育観について歴史や最新
研究成果から学び、教職の使命感や倫理観について考えま
す。次に幼稚園教育要領、子ども・子育て支援関連施策、教
育振興基本計画、中教審答申等を踏まえて、国際的な動向
も概観しながら、教育施策の最新動向について理解します。
また脳科学、心理学、教育学・保育学の視点から、幼児期
の発達や生活、配慮を要する幼児の支援、人間関係と集団
づくり、子ども理解、子育ての支援などについて深い理解と
実践化をめざします。

矢藤　誠慈郎（人文学部こども発達学科　教授）
矢萩　恭子（人文学部こども発達学科　教授）
佐藤　聡美（聖路加国際大学公衆衛生大学院
准教授）

千葉県市川市 6時間 令和3年12月25日 6,000円 20人
令和3年8月16日～
令和3年9月30日

令03-
30137-
100801号

047-371-2170 http://www.wayo.ac.jp

昭和女子大学 【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等」「子どもの発達に関する脳科学、心理学等に
おける最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。）」
「子どもの生活の変化を踏まえた課題」について、教員に求
められる知識・態度の習得と、現在の教育動向・課題につい
ての理解の深化を目指す。（オンデマンド型）

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

インターネット 6時間
令和3年11月13日～
令和3年11月28日

6,000円 80人

令和3年8月16日～
令和3年10月2日

(備考　1次募集：8月16
日～9月12日、2次募

集：9月22日～10月2日)

令03-
30169-
100806号

03-3411-5117
(内線： 5350)

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

大阪体育大学 【必修】教育の新しい知見を学ぶ

必修領域として示された４項目のテーマに基づいた講義内
容で構成する。特に、政策的動向や時代が求める教育の
姿、様々な教育課題等を踏まえ、新しい知見に基づくこれか
らの教育の在り方について、私たち教師は何をすべきかを
問いかけながら、理解していく。

八木　秀文（教育学部　教授）
藤井　茂樹（教育学部　教授）

大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和3年11月6日 7,000円 120人
令和3年8月19日～
令和3年9月24日

令03-
30442-
100798号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

千葉明徳短期大
学

【必修】幼稚園教育の最新事情

今日の幼稚園教諭に求められる最新の教育事情について
「国の教育政策や世界の教育の動向」、「教員としての子ど
も観・教育観等についての省察」、「子どもの発達に関する
脳科学、心理学等における最新の知見」、「子どもの生活の
変化を踏まえた課題」の4つの領域から学ぶ。

由田　新（保育創造学科　教授）
深谷　ベルタ（保育創造学科　特任教授）

千葉県千葉市 6時間 令和3年10月30日 6,510円 50人

令和3年9月1日～
令和3年9月8日

(備考　本学卒業生を優
先いたします。)

令03-
35075-
100803号

043-265-1613
(内線： 360)

https://www.chibameit
oku.ac.jp/tandai/

独立行政法人国
立特別支援教育
総合研究所

【必修】令和３年度第二期特別支
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、指導力の一層の向上を図り、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、
内容は「発達障害教育論」、「個別の教育支援計画の作成と
活用」等で構成される。

竹村　容子（発達障害教育推進センター主任研
究員）
吉川　知夫（研修事業部上席総括研究員）
横倉　久（情報・支援部上席総括研究員）

インターネット 7時間
令和3年9月16日、
令和3年9月21日

0円 15人

令和3年8月16日～
令和3年8月31日

(備考　令和３年度第二
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-
100805号

046-839-6889
https://www.nise.go.jp/
nc/

一般財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【必修】教育の最新事情

本講習は「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員として
の子ども観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関
する脳科学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活
の変化を踏まえた課題」の4つの事項について、教員に求め
られる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につい
ての理解を深めることを目指す。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。なお、本講習は12
月5日開催の選択必修講習と連続して実施する。

麻生　良太（大分大学教育学部　准教授）
清水　良彦（大分大学教育学部　准教授）

大分県大分市 6時間 令和3年12月4日 6,000円 30人
令和3年10月16日～
令和3年10月30日

令03-
80011-
100807号

03-3237-1957 https://youchien.com/
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受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第７回)認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」
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一般財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を
踏まえた課題」の4つの事項について、教員に求められる最
新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解
を深めることを目指す。
なお、本講習は１１月１３日開催の選択必修領域講習と連続
して実施し、同時双方向型（ZOOM）で行う。

立元　真（宮崎大学　教授） インターネット 6時間 令和3年11月12日 10,000円 100人
令和3年9月16日～
令和3年9月24日

令03-
80011-
100808号

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

一般財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【必修】教育の最新事情

本講習は「保育の質の向上と幼稚園教諭の専門性」と題し
て講義をしていただき、教員に求められる最新の知識・技能
の修得と今日的な教育課題についての理解を深めることを
目指す。なお、本講習は10月18日～11月30日開催の選択
必修領域講習と連続して行い、講習はインターネット配信方
式（オンデマンド）で実施する。なお、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。

中橋　美穂（大阪教育大学　教授） インターネット 6時間
令和3年10月18日～
令和3年11月30日

6,000円 100人
令和3年8月16日～
令和3年8月22日

令03-
80011-
100809号

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

一般財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を
踏まえた課題」の4つの事項について、教員に求められる最
新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解
を深めることを目指す。なお、本講習は11月6日開催の選択
必修講習と連続して行う。

笠原　正洋（中村学園大学　教授）
北野　幸子（神戸大学大学院　准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年11月6日 6,000円 80人
令和3年9月21日～
令和3年9月24日

令03-
80011-
100810号

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

一般財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を
踏まえた課題」の4つの事項について、教員に求められる最
新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解
を深めることを目指す。なお、本講習は12月5日開催の選択
必修領域講習と連続して行うものであり（「同時双方向型
（ZOOM）」による実施）、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。

吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師） インターネット 6時間 令和3年12月4日 9,000円 150人
令和3年10月5日～
令和3年10月12日

令03-
80011-
100811号

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

一般財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を
踏まえた課題」の4つの事項について、教員に求められる最
新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解
を深めることを目指す。なお、本講習は1月14日開催の選択
必修講習と連続して行い、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。

吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師） 北海道札幌市 6時間 令和4年1月13日 9,000円 100人
令和3年11月17日～
令和3年11月24日

令03-
80011-
100812号

03-3237-1957 https://youchien.com/
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一般財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を
踏まえた課題」の4つの事項について、教員に求められる最
新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解
を深めることを目指す。本講習はインターネット配信（オンデ
マンド）で、11月19日～11月25日開催の選択必修講習と連
続して行う。また、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。

安家　周一（梅花女子大学　心理こども学部教
授）
宮下　友美惠（静岡県立大学短期大学　非常勤
講師）

インターネット 6時間
令和3年11月19日～
令和3年11月25日

6,000円 300人
令和3年9月16日～
令和3年10月8日

令03-
80011-
100813号

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

一般財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を
踏まえた課題」の4つの事項について、教員に求められる最
新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解
を深めることを目指す。なお、本講習は1月14日開催の選択
必修講習と連続して行い、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。

吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師） 北海道釧路市 6時間 令和4年1月13日 9,000円 50人
令和3年11月17日～
令和3年11月24日

令03-
80011-
100814号

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

一般財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【必修】教育の最新事情

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども
観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科
学、心理学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を
踏まえた課題」の4つの事項について、教員に求められる最
新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解
を深めることを目指す。なお、本講習は1月14日開催の選択
必修講習と連続して行い、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。

吉田　耕一郎（北翔大学　非常勤講師） 北海道北見市 6時間 令和4年1月13日 9,000円 50人
令和3年11月17日～
令和3年11月24日

令03-
80011-
100815号

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

公益社団法人全
国認定こども園
研修研究機構

【必修】教育の最新事情

【オンデマンド型講習】
「世界の幼児教育の動向」、「日本の教育政策の動向と幼児
教育」、「これからの教員に求められる能力や役割」、「教員
として考える子ども観と教育観の省察」、「子どもの発達に関
する最新の研究や知見（０歳児からの発達）」、「特別支援教
育に関する新たな課題」、「保護者・子育て支援と地域連
携」、「 子どもに関する問題と教育相談（カウンセリングマイ
ンドも踏まえて）」についての理解を深めることを目指す。

秋田　喜代美（学習院大学　文学部教授）
村上　祐介（東京大学　教育学部　准教授）
野澤　祥子（東京大学　教育学部　准教授）
浅井　幸子（東京大学　教育学部　准教授）
遠藤　利彦（東京大学　教育学部　教授）
市川　奈緒子（白梅学園大学　子ども学部こど
も学科教授）
小﨑　恭弘（大阪教育大学　教育学部学校教育
教員養成課程　教授）
齊藤　崇（淑徳大学　総合福祉学部教育福祉学
科　教授）

インターネット 6時間
令和3年8月21日～
令和4年1月31日

8,000円 1,600人
令和3年8月16日～
令和3年12月31日

令03-
80040-
100797号

03-6426-5259
https://kodomoenkikou.
jp/

常磐会学園大
学・常磐会短期
大学

【必修】教育の最新事情

本校講習は、「国の教育政策と世界の教育の動向」「子ども
観、教育観等についての省察」「子どもの発達に関する、脳
科学、心理学等の最新知見に基づく内容」「カウンセリング
マインドの必要性」等の事項について、教員に求められる最
新の知識・技能を習得し、教育課題についての理解を深め
ることを目指す。

今川　公平（大阪教育大学　教育学部　非常勤
講師）
輿石　由美子（常磐会短期大学　幼児教育科
非常勤講師）
南　亜紀子（常磐会短期大学　幼児教育科　非
常勤講師）
川野　敬子（常磐会短期大学　幼児教育科　専
任講師）

大阪府大阪市
平野区

6時間 令和3年11月15日 6,000円 100人
令和3年8月16日～
令和3年8月31日

令03-
90016-
100802号

06-6709-3170
(内線： 6174)

https://www.tokiwakai.a
c.jp/
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受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第７回)認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講人数

大阪成蹊大学・
大阪成蹊短期大
学

【必修】教育の最新事情Ⅰ―教
職基礎論・児童生徒論－

学校教育（保育）に関する諸答申と法令改正の動向および
最新の調査研究の情報と知見を踏まえ、①今日求められる
べき教育観や地域社会との連携のあり方とその方法、②子
どもに対する今日的な学習および生活面の指導や支援の
あり方とその方法の各項目について考察を深めることによ
り、受講者の教員としての資質向上に寄与していく。

松田　修（大阪成蹊大学　教育学部教授）
吉次　豊見（大阪成蹊大学　教育学部准教授）
服部　敬一（大阪成蹊大学　教育学部教授）
米田　薫（大阪成蹊大学　教育学部教授）

大阪府大阪市
東淀川区

6時間 令和3年10月23日 6,000円 60人
令和3年8月23日～
令和3年8月27日

令03-
90018-
100804号

06-6829-2537 https://osaka-seikei.jp
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