
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和３年度　免許状更新講習　第７回認定(選択必修領域)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

北海道教育大学
【選択必修】感情のコントロール—
ストレスマネジメントを中心に—

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

「ストレスがたまっていたからやった」。犯罪が起きるたび
に、そんな報道を目にします。また元気そうに学校生活を
送っている児童生徒の中にもリストカットや摂食障害などの
問題を抱えている子がいます。
自分の「イライラやむかつき、不安」がどうして生じるのか、
そういった反応をどうすれば人や自分を傷つけずに解消・解
決できるのか？学校教育の中でストレスについて学ぶ授業
をもっと積極的に行う時代が来ています。 
※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。

安川　禎亮（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12日～
令和4年3月11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 6,500円 1,000人
令和3年10月1日～
令和4年2月11日

令03-
10002-
301787号

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

北海道教育大学

【選択必修】主体的・対話的で深
い学びの実現に向けた授業改善
のポイント～学習過程や学習活
動の充実・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

  本講義は、まず「主体的・対話的で深い学び」の実現に向
けた授業実践が進められている現状において、育成を目指
す三つの資質や能力及び学習の基盤となる資質・能力を再
確認する。その上で「主体的・対話的で深い学び」の実現に
向けた授業改善のポイントとして、学習過程や学習活動の
充実・工夫を取り上げ、学習指導要領や具体的な実践例等
との関連を図りながら理解を深める。
※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。

引地　秀美（教育学部札幌校特任教授）
東間　義孝（大学院教育学研究科特任教授）

インターネット 6時間
令和3年10月12日～
令和4年3月11日

幼稚園
小学校
中学校

特定しない 特定しない 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-
301788号

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

北海道教育大学
【選択必修】インクルーシブ教育
を進める学校・家庭・地域の連携

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

インクルーシブ教育の推進にあたって、インクルーシブ教育
の基本的な理解、通常学級に在籍する発達障害（LD、
ADHD、高機能自閉症）のある子どもの理解と支援、周囲の
子どもへの指導、保護者の支援、地域づくりという観点で論
じる。
※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。

二宮　信一（教育学部釧路校特任教授） 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

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 6,500円 1,000人
令和3年10月1日～
令和4年2月11日

令03-
10002-
301789号

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

香川大学
【選択必修】道徳教育の充実：オ
ンライン〔リカレント〕

道徳教育

教科化としてスタートした「特別の教科 道徳」の経緯や改訂
された学習指導要領や解説の内容についてポイントを確認
する。さらに、教科化に向けて、教員個人だけでなく各学校
での取り組み、組織として何をすべきかについても考えてい
きたい。また、具体的な小学校や中学校で扱う教科書の教
材を読みながら分析や発問について考えたり、評価の基本
的な事項等について確認したりしていく。（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）

植田　和也（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2月28日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない
教職未経験者(職
種・学校種・教科

不問）
6,000円 100人

令和3年8月17日～
令和4年1月14日

令03-
10073-
301771号

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

香川大学
【選択必修】教師の指導が助長す
る問題行動とその見方：オンライ
ン〔リカレント〕

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

学校や学級が荒れると、教師は何とかしてそれを収めようと
して、問題行動をする児童・生徒に対して様々な指導を行
う。しかし、教師の努力にも関わらず、教師が指導すればす
るほど、問題行動がエスカレートしていく。本講習では、この
ような教師の指導が助長する問題行動とその見方について
考えていく。（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）

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

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない
教職未経験者(職
種・学校種・教科

不問）
6,000円 100人

令和3年8月17日～
令和4年1月14日

令03-
10073-
301772号

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

香川大学
【選択必修】災害に学ぶ学校防
災：オンライン〔リカレント〕

学校における危機管理上
の課題

東日本大震災の津波に被災した小・中学校の実地調査およ
び気象学の最新の知見に基づいて、学校防災の在り方を考
える。主に、事前に避難し続けることのたいへんさ、釜石東
中学校の「当たり前」、避難用通路の有効性、津波火災の
危険性、次の手が打てる避難の重要性、大川小学校の難し
さ、地球温暖化と風水害の深刻化、風水害にともなう防災
気象情報と学校防災等について検討する。（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）

北林　雅洋（教育学部　教授）
寺尾　徹（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2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
教職未経験者(職
種・学校種・教科

不問）
6,000円 100人

令和3年8月17日～
令和4年1月14日

令03-
10073-
301773号

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

受講料 受講人数 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（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
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

受講料 受講人数 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（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

香川大学
【選択必修】心理学から見た学習
意欲：オンライン〔リカレント〕

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

いかにして児童・生徒の学習意欲を支えるかは重要な教育
課題である。教育政策の動向としても、主体的・対話的で深
い学びが重視され、児童・生徒の学習意欲を促すことが課
題とされている。また、日々の教育実践においても、教師は
子どもの学習意欲を高めることに注力していると思われる。
この講習では、心理学において蓄積されてきた研究知見を
もとに、子どもの学習意欲を支えることについて考える。学
習意欲の捉え方、またその支援のあり方について、心理学
的な視点から自身の実践を振り返り、方向性を探ることを目
的とする。（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）

岡田　涼（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

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない
教職未経験者(職
種・学校種・教科

不問）
6,000円 100人

令和3年8月17日～
令和4年1月14日

令03-
10073-
301774号

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

香川大学
【選択必修】道徳教育の充実：オ
ンライン〔会場試験〕

道徳教育

教科化としてスタートした「特別の教科 道徳」の経緯や改訂
された学習指導要領や解説の内容についてポイントを確認
する。さらに、教科化に向けて、教員個人だけでなく各学校
での取り組み、組織として何をすべきかについても考えてい
きたい。また、具体的な小学校や中学校で扱う教科書の教
材を読みながら分析や発問について考えたり、評価の基本
的な事項等について確認したりしていく。（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）

植田　和也（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2月28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 50人
令和3年8月17日～
令和4年1月14日

令03-
10073-
301775号

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

香川大学
【選択必修】教師の指導が助長す
る問題行動とその見方：オンライ
ン〔会場試験〕

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

学校や学級が荒れると、教師は何とかしてそれを収めようと
して、問題行動をする児童・生徒に対して様々な指導を行
う。しかし、教師の努力にも関わらず、教師が指導すればす
るほど、問題行動がエスカレートしていく。本講習では、この
ような教師の指導が助長する問題行動とその見方について
考えていく。(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）

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

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない
（職種・学校種・教

科不問）
6,000円 50人

令和3年8月17日～
令和4年1月14日

令03-
10073-
301776号

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

香川大学
【選択必修】災害に学ぶ学校防
災：オンライン〔会場試験〕

学校における危機管理上
の課題

東日本大震災の津波に被災した小・中学校の実地調査およ
び気象学の最新の知見に基づいて、学校防災の在り方を考
える。主に、事前に避難し続けることのたいへんさ、釜石東
中学校の「当たり前」、避難用通路の有効性、津波火災の
危険性、次の手が打てる避難の重要性、大川小学校の難し
さ、地球温暖化と風水害の深刻化、風水害にともなう防災
気象情報と学校防災等について検討する。（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）

北林　雅洋（教育学部　教授）
寺尾　徹（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2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
(職種・学校種・教

科不問）
6,000円 50人

令和3年8月17日～
令和4年1月14日

令03-
10073-
301777号

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

香川大学
【選択必修】心理学から見た学習
意欲：オンライン〔会場試験〕

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

いかにして児童・生徒の学習意欲を支えるかは重要な教育
課題である。教育政策の動向としても、主体的・対話的で深
い学びが重視され、児童・生徒の学習意欲を促すことが課
題とされている。また、日々の教育実践においても、教師は
子どもの学習意欲を高めることに注力していると思われる。
この講習では、心理学において蓄積されてきた研究知見を
もとに、子どもの学習意欲を支えることについて考える。学
習意欲の捉え方、またその支援のあり方について、心理学
的な視点から自身の実践を振り返り、方向性を探ることを目
的とする。（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）

岡田　涼（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

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 50人
令和3年8月17日～
令和4年1月14日

令03-
10073-
301778号

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

香川大学
【選択必修】生徒指導・進路指導
論〔会場試験〕

進路指導及びキャリア教
育

本講は、学校の教育活動全体を通じて行われる生徒指導、
進路指導・キャリア教育の理論と方法について、生徒の社
会的な自己実現に関わる様々な「問題」やトピックスを取り
上げながら臨床教育学的に考察するものである。この講義
を通して、学校における組織的・効果的な生徒指導と進路
指導・キャリア教育を進めていくために必要な知識・技能や
素養を身につけ、さまざまな生徒指導上の問題の背景、相
手と状況に応じた教育的援助のあり方について理解を深め
ることができる。(大学で会場試験を行います。）同内容でオ
ンライン受講可能な講習もあります。

毛利　猛（教育学部教授） 香川県高松市 12時間
令和3年9月25日～
令和3年9月26日

小学校 小学校教諭 特定しない 0円 40人

令和3年8月16日～
令和3年9月10日

(備考　免許法認定公開
講座として教育委員会
の推薦者を対象とする
ため一般募集はしませ

ん)

令03-
10073-
301779号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

受講料 受講人数 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（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

香川大学
【選択必修】生徒指導・進路指導
論〔オンライン試験〕

進路指導及びキャリア教
育

本講は、学校の教育活動全体を通じて行われる生徒指導、
進路指導・キャリア教育の理論と方法について、生徒の社
会的な自己実現に関わる様々な「問題」やトピックスを取り
上げながら臨床教育学的に考察するものである。この講義
を通して、学校における組織的・効果的な生徒指導と進路
指導・キャリア教育を進めていくために必要な知識・技能や
素養を身につけ、さまざまな生徒指導上の問題の背景、相
手と状況に応じた教育的援助のあり方について理解を深め
ることができる。(同時双方向形式のオンライン講習。Web会
議システムで試験を行います）

毛利　猛（教育学部教授） インターネット 12時間
令和3年9月25日～
令和3年9月26日

小学校 小学校教諭 特定しない 0円 10人

令和3年8月16日～
令和3年9月10日

(備考　免許法認定公開
講座として教育委員会
の推薦者を対象とする
ため一般募集はしませ

ん)

令03-
10073-
301780号

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

高知工科大学
【選択必修】学校現場でのスクー
ルカウンセラーとの効果的な連
携について

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

平成7年度から導入されたスクールカウンセラー活用制度も
令和3年度で27年目となります。学校現場では校種、学校規
模、地域性の違いなどがあります。スクールカウンセラーも
専業で従事するもの、医療関係から派遣されるなど様々な
背景があります。それぞれのバックグラウンドを考慮しつつ
学校現場で効果的に教員とスクールカウンセラーが連携
し、いじめ、不登校等への対応を含めて、児童生徒へのアプ
ローチができる内容を演習を含め講習を実施します。

池　雅之（共通教育教室教授） 高知県香美市 6時間 令和3年9月25日
小学校
中学校

高等学校
特定しない 特定しない 6,000円 50人

令和3年8月18日～
令和3年9月1日

令03-
20080-
301793号

0887-53-1113
(内線： 1121)

http://www.kochi-
tech.ac.jp/

植草学園大学
【選択必修】教育相談（幼稚園教
諭免許法認定講習との相互認定
講習）

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

教育相談と幼児や家庭の状況に応じた学校カウンセリング
の基本的な理論やその方法論について概観する。教育相
談の目的，相談の担い手とその役割等について講義後，面
接を中心としたカウンセリング技法について紹介する。そし
て，日常の教育活動で無意識に行っている予防的・支援的
な働きかけを意識的に確認する。さらに，事例提示やロー
ルプレイを交えながら，一人一人の幼児・児童・生徒へのア
セスメントと支援について考えていく。

保坂　亨（千葉大学　教育学部　教授）
磯邊　聡（千葉大学　准教授）
柴橋　祐子（千葉工業大学　准教授）
笠井　孝久（千葉大学　教育学部　教授）

千葉県千葉市 6時間 令和3年10月31日 幼稚園 幼稚園教諭向け
幼稚園教諭免許
法認定講習の受

講者に限る。
6,000円 30人

令和3年8月16日～
令和3年9月30日

(備考　幼稚園教諭免許
法認定講習との相互認
定対象講習のため一般

募集は行わない。)

令03-
30111-
301800号

043-233-9187
(内線： 2020)

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

和洋女子大学
【選択必修】学校教育の今日的
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

平成２８年度の小中学校の学習指導要領改訂は、幼小中
高大の一貫改革であると共に、教育内容にとどまらず、教
育制度等まで含めた一体改革が行われました。講習では戦
後の教育の足跡をたどり、２１世紀後半の日本の教育はど
うあるべきかを紐解いていくとともに具体的な指導法につい
ても解説します。
また、学校の危機管理上の課題について、①危機管理意義
と重要性　②子ども（教師）を取り巻くリスク　③危機管理の
進め方　④いじめ問題における学校（教師）の義務と責任等
を学び、教育実践に生かす方策を獲得します。

大野　尊史（国際学部国際学科　非常勤講師）
阿久津　勝利（人文学部こども発達学科　非常
勤講師）

千葉県市川市 6時間 令和3年12月26日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

教諭 特定しない 6,000円 25人
令和3年8月16日～
令和3年9月30日

令03-
30137-
301790号

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

和洋女子大学
【選択必修】教育の情報化及び情
報教育

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

これからのパソコン活用法や、ネット社会におけるリスクに
ついて検討します。①学校での普及や活用が予想されるオ
ンデマンド動画教材をPowerPointを使って作成する方法を
紹介します。②Excelに標準で付属しているプログラミング機
能を紹介し、成績処理への応用や教材としての可能性を考
えてみます。③教育現場におけるネットによるいじめや個人
情報の流出などの問題についての課題を整理し、その対策
について検証します。

鬘谷　要（大学院総合生活研究科　教授） 千葉県市川市 6時間 令和3年12月26日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

教諭 特定しない 8,000円 25人
令和3年8月16日～
令和3年9月30日

令03-
30137-
301791号

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

和洋女子大学
【選択必修】幼児教育の今日的
課題

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

平成30年4月施行「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こど
も園教育・保育要領」の保育内容領域「表現」の改訂のポイ
ントについて学びます。併せて、主に造形表現における主体
的・対話的で深い学びにつながる活動について事例を紹
介、簡単な実技を通して幼児期の表現の捉え方、これから
の表現教育における指導の在り方について実践的に考えま
す。

中村　光絵（人文学部こども発達学科　助教） 千葉県市川市 6時間 令和3年12月26日 幼稚園 教諭 特定しない 6,000円 20人
令和3年8月16日～
令和3年9月30日

令03-
30137-
301792号

047-371-2170 http://www.wayo.ac.jp
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

受講料 受講人数 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（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

昭和女子大学
【選択必修】これからの小学校英
語教育：教員の英語実践力・英
語指導力up講座

英語教育

小学校での英語教科化に伴い、授業実践に必要な基礎的
な知識と指導技術および英語運用能力を身に付けることが
求められています。本講座では、英語が通じた「喜び」を体
感させることのできる授業作りができるようになることを目的
とし、次の3点を講義・ワークショップ形式（同時双方向型）で
考察します。幼小中連携の観点より、幼稚園・中学校教諭も
対象とします。
1. 日々の授業の振り返り・授業改善
2. 明日の授業で使えるactivityの紹介：英語の音声・語彙指
導
3. 英語発音・リズムクリニック
（授業でご使用の教科書をご準備いただきます。）

國分　有穂（初等教育学科専任講師） インターネット 6時間 令和3年11月21日
幼稚園
小学校
中学校

特定しない 特定しない 6,000円 50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-
301803号

03-3411-5117
(内線： 5350)

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

大阪体育大学
【選択必修】道徳-児童生徒が
「多面的・多角的に考える」道徳
授業のつくり方-

道徳教育

小・中学校の道徳科の授業づくりについて、道徳的諸価値
について多面的・多角的に考えるための授業づくりの方法を
学びます。具体的には、（１）教材の読み方、（２）道徳授業
における発問の作り方（理論・実践）、について受講者とのリ
アルタイムでのコミュニケーションを交えつつ学習します。

髙宮　正貴（教育学部　准教授）
大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和3年11月7日
小学校
中学校

特別支援学校
教諭 特定しない 7,000円 30人

令和3年8月19日～
令和3年9月24日

令03-
30442-
301783号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

大阪体育大学
【選択必修】様々な児童生徒に対
する組織的対応と学級経営

様々な問題に対する組織
的対応の必要性

社会の多様性に伴い、学校においてもさまざまな背景や課
題を有する児童生徒が在籍しており、複雑かつ多岐にわた
る課題対応が必要となります。教員にとって、いじめや不登
校等の課題の未然防止や早期発見を含め、児童生徒の健
やかな成長を促すことは学級経営上、非常に重要となりま
す。その際、「チーム学校」として関係機関等と連携し解決を
図ることも必要です。そこで、本講習では、これまでの自身
の教育実践を振り返り、より充実した児童生徒理解を深め
ます。

吉美　学（教育学部　准教授）
大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和3年11月7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 7,000円 30人
令和3年8月19日～
令和3年9月24日

令03-
30442-
301784号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

大阪体育大学
【選択必修】教育の情報化とタブ
レットPCを活用した授業設計

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

学習指導要領では，主体的・対話的で深い学びへの授業改
善に向けて，ICTを積極的に活用することを求めています。
そこで本講習では，情報教育の歴史と特徴的な実践を踏ま
え，学校教育におけるICT活用の動向とその有効性を講義
します。GIGAスクール構想による１人１台時代を見据え，グ
ループワークを中心にタブレットPCを活用した授業開発，教
材開発を通して，学習指導での効果的な活用の在り方につ
いて学びます。

岡崎　均（教育学部　教授）
大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和3年11月7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 7,000円 30人
令和3年8月19日～
令和3年9月24日

令03-
30442-
301785号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

大阪体育大学
【選択必修】キャリア教育をどう進
めるか

進路指導及びキャリア教
育

子供たちを取り巻く育ちの環境が変容する中で、なぜキャリ
ア教育が求められるようになったのか、そしてキャリア教育
とは何かを明らかにした上で、これまでどのような取組が行
われ、今後、どのような取組が必要とされるのかを考えてい
く。また、各学校の取組とキャリア教育との関連性を踏ま
え、より実践的なキャリア教育のあり方についても考える。
その上で、これからの進路指導はどうあるべきかについても
考える。

岸田　正幸（教育学部　教授）
大阪府泉南郡
熊取町

6時間 令和3年11月7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 7,000円 30人
令和3年8月19日～
令和3年9月24日

令03-
30442-
301786号

072-479-5059
(内線： 2255)

https://www.ouhs.jp

羽衣国際大学
【選択必修】学校を取り巻く組織
的対応

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

現場の実践と理論から包括的に考え、実践に生かすことを
目的とし、社会学的な知見、バイアス、認知、集団心理など
に学び、自己肯定感の低下をする仕組み、子どもへの関わ
り、集団作り、コミュニケーションについて考える。社会の構
造や貧困など社会的な課題、いじめやSNSでの炎上などが
起こる仕組みなどを整理し、コロナ禍を経て今後の学校教
育活動、地域との協働などを見直す。

近藤　真理子（太成学院大学　専任講師） 大阪府堺市 6時間 令和4年1月4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7日

令03-
30465-
301794号

072-265-7000
https://www.hagoromo.
ac.jp/

羽衣国際大学
【選択必修】海外から学ぶ教育事
情

国際理解及び異文化理
解教育

日本の教育現状と課題について海外の事例を参考に異文
化理解の観点から理解を深めます。なぜ、イスラエルはノー
ベル賞受賞者が多いのか、PISAでの点数など多くの参考に
なる事例から、日本の教育改革の糸口が見えてきます。（1）
イスラエル、（2）フィンランド、（3）スウェーデン、（4）エストニ
ア、（5）キューバ、（6）スペインなどの教育制度と社会背景を
具体的に考察します。

村内　俊雄（大阪経済法科大学　客員教授）
大阪府堺市西
区

6時間 令和4年1月5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12月7日～
令和3年12月15日

令03-
30465-
301795号

072-265-7000
https://www.hagoromo.
ac.jp/
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

受講料 受講人数 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（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

千葉明徳短期大
学

【選択必修】幼稚園を巡る近年の
状況の変化について

学校を巡る近年の状況の
変化

幼児教育・保育に求められていることを、現代社会の位置づ
けを確認する中で改めて考える。大きく捉えることにより、私
たちが当たり前と考えていることを再検討、再認識していく
機会とする。また、子ども虐待を含め、日本の子どもを取り
巻く現状にふれ、こどもの権利についての認識を深める。
保育現場における、外国にルーツを持つこどもの保育、外
国人保護者への支援の現状を知り、今後求められる新たな
認識や取り組みを学ぶ。

金子　重紀（保育創造学科　教授）
大村　あかね（保育創造学科　准教授）
鶴田　真二（保育創造学科　講師）

千葉県千葉市 6時間 令和3年11月6日 幼稚園 幼稚園教諭向け 特定しない 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-
301798号

043-265-1613
(内線： 360)

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

仁愛女子短期大
学

【選択必修】幼児期における英語
教育

英語教育

「外国語としての英語教育の理論」と「幼児英語教育の実践
演習」について、教員に求められる最新の知識・技能を修得
し、今日的な教育課題について理解する。英語教育の基礎
として「第二言語習得論から英語教育入門」や、子どもに英
語を教える際に役立つ基本的なフレーズ、英語の歌、ゲー
ム等について学び、活動を行う際の留意点や子どもたちが
積極的に取り組むための工夫について学ぶ。
※オンデマンド型で実施。

野本　尚美（生活科学学科准教授） インターネット 6時間
令和3年10月29日～
令和3年11月1日

幼稚園 幼稚園教諭向け 中堅教諭向け 6,500円 100人
令和3年9月13日～
令和3年9月30日

令03-
35141-
301781号

0776-56-1133
(内線： 2805)

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

岡山短期大学
【選択必修】子どもたちにとって
「道徳性」や「規範意識」は何を意
味するのか

道徳教育

本講習では、選択必修科目であり、とくには幼稚園教諭およ
び小学校教諭を対象としたものである。本講習において取り
上げる内容は、「今日の大きな課題として注目される「道徳
性」や「規範意識」が子どもたちに何を意味しているのか」と
いうことについて、哲学的・思想史的視点をもとに、発達心
理学的視点も加えつつ、『幼稚園教育要領』や『小学校学習
指導要領』なども参考に考えていくものである。

都田　修兵（幼児教育学科・講師） 岡山県倉敷市 6時間 令和3年12月4日
幼稚園
小学校

幼稚園教諭、小
学校教諭

特定しない 6,000円 60人
令和3年8月16日～
令和3年9月15日

令03-
35253-
301799号

086-428-2651
(内線： 348)

https://owc.ac.jp

独立行政法人国
立特別支援教育
総合研究所

【選択必修】令和３年度第二期特
別支援教育専門研修

学習指導要領の改訂の
動向等

　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「知的障害における教育課程の編成」等で構成され
る。

横倉　久（情報・支援部上席総括研究員）
小西　孝政（インクルーシブ教育システム主任
研究員）

インターネット 7時間
令和3年9月27日、
令和3年10月1日

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

特定しない 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-
301802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

【選択必修】教育の最新事情

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

幼児教育・保育者に求められるＩＣＴ活用に関する基礎知識
と情報モラルを理解するとともに，保育で実践できるＩＣＴの
具体的な活用方法について学ぶ。具体的には，ＩＣＴ活用に
関する基礎的な基礎知識やプログラミングツール，情報モラ
ルなどについて実践的に学ぶとともに，幼児教育・保育にお
ける具体的な活用法をグループ毎に検討し，幼児教育・保
育の質の向上に向けた実践的態度を習得する。
なお、本講習は12月4日開催の必修講習と連続して行うもの
である。

中原　久志（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5日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 30人
令和3年10月16日～
令和3年10月30日

令03-
80011-
301804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

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
学習指導要領の改訂の
動向等

わが国はこれまでにない予測困難で変化の激しい社会を迎
えている。学校教育においては、こうした新しい時代を切り
開くための力を子ども達に育成することを目指した教育改革
が進行中であるが、幼児教育も例外ではない。本講習で
は、そうした時代において、幼児期に育むべき力とは何か、
そして、それを育むための園、家庭、地域の支援とはどうあ
るべきかを、幼児期だけではなく就学後に及ぼす影響も見
据えて考えることを目的とする。
なお、本講習は11月12日開催の必修講習と連続して実施
し、同時双方向型（ZOOM）で行う。

野﨑　秀正（宮崎公立大学　教授） インターネット 6時間 令和3年11月13日 幼稚園 特定しない 特定しない 10,000円 100人
令和3年9月16日～
令和3年9月24日

令03-
80011-
301805号

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

6 / 8 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

受講料 受講人数 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（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

一般財団法人全
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

学校を巡る近年の状況の
変化
学習指導要領の改訂の
動向等

本講習は二部構成で行う。第一部では、「幼稚園における
連携を考える～こどもをまんなかに～」と題して様々な問題
に対する組織的対応の必要性を学ぶ。第二部では、幼稚園
教育要領改訂の動向等について講義をいただく。なお、本
講習は１０月１８日～１１月３０日開催の必修講習と連続し
て行うものです。
今回の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。

安達　譲（大阪教育大学　非常勤講師）
宮下　友美恵（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10月18日～
令和3年11月30日

幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和3年8月16日～
令和3年8月22日

令03-
80011-
301806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

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
学習指導要領の改訂の
動向等

本講習は二部構成とする。第一部では、幼稚園内外の連携
と協働の内容について、第二部では、幼稚園教育要領など
について講演を行う。なお、本講習は11月6日に行う必修領
域と連続で行うものである。

渡邊　由恵（九州産業大学　講師）
鈴木　正敏（兵庫県教育大学　准教授）

福岡県福岡市 6時間 令和3年11月7日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 80人
令和3年9月21日～
令和3年9月24日

令03-
80011-
301807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

【選択必修】教育の最新事情

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」の２項目について、幼稚園教諭に求めら
れる最新の知識の修得と今日的な教育的課題についての
理解を深めることを目指す。また、幼稚園教諭免許状の更
新者に焦点を当てた内容としている。なお、本講習は12月4
日開催の必修講習と連続して行い（「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5日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 150人
令和3年10月5日～
令和3年10月12日

令03-
80011-
301808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

【選択必修】教育の最新事情

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」の２項目について、幼稚園教諭に求めら
れる最新の知識の修得と今日的な教育的課題についての
理解を深めることを目指す。また、幼稚園教諭免許状の更
新者に焦点を当てた内容としている。なお、本講習は1月13
日開催の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14日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 100人
令和3年11月17日～
令和3年11月24日

令03-
80011-
301809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

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
学習指導要領の改訂の
動向等

「学校を巡る近年の状況の変化」「学習指導要領の改訂の
動向等」「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業
改善」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。

加藤　篤彦（武蔵野東第一、第二幼稚園　園
長）
岡本　和貴（わかくさ幼稚園　園長）

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

幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 300人
令和3年9月16日～
令和3年10月8日

令03-
80011-
301810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

【選択必修】教育の最新事情

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」の２項目について、幼稚園教諭に求めら
れる最新の知識の修得と今日的な教育的課題についての
理解を深めることを目指す。また、幼稚園教諭免許状の更
新者に焦点を当てた内容としている。なお、本講習は1月13
日開催の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14日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 50人
令和3年11月17日～
令和3年11月24日

令03-
80011-
301811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

【選択必修】教育の最新事情

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」の２項目について、幼稚園教諭に求めら
れる最新の知識の修得と今日的な教育的課題についての
理解を深めることを目指す。また、幼稚園教諭免許状の更
新者に焦点を当てた内容としている。なお、本講習は1月13
日開催の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14日 幼稚園 特定しない 特定しない 9,000円 50人
令和3年11月17日～
令和3年11月24日

令03-
80011-
301812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

【選択必修】さらなる質の向上へ
の対応

学校を巡る近年の状況の
変化
学習指導要領の改訂の
動向等

【オンデマンド型講習】
第1章 認定こども園、幼稚園、保育所をめぐる状況の変化
第２章 学習指導要領の改訂の動向等
第３章 幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂
第４章 環境を通じた保育
第５章 園内研修、専門性の向上
第６章 園児指導要録と評価     
第７章 地域とのかかわり・連携        
第８章 子育ての支援

吉田　正幸（大妻女子大学大学院　人間文化研
究科非常勤講師）
無藤　隆（白梅学園大学　名誉教授）
秋田　喜代美（学習院大学　文学部　教授）
大方　美香（大阪総合保育大学　児童保育学部
教授）
野澤　祥子（東京大学　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4年1月31日

幼稚園 特定しない 特定しない 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-
301782号

03-6426-5259
https://kodomoenkikou.
jp/
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

受講料 受講人数 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（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

常磐会学園大
学・常磐会短期
大学

【選択必修】学校を巡る近年の状
況の変化と学習指導要領の改訂
の動向等

学校を巡る近年の状況の
変化
学習指導要領の改訂の
動向等

本講習は、「学校を巡る近年の状況の変化」と「学習指導要
領の改訂の動向等」の２つの事項について、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。

髙村　公一（常磐会短期大学　幼児教育科　准
教授）
ト田　真一郎（常磐会短期大学　幼児教育科
教授）

大阪府大阪市
平野区

6時間 令和3年11月16日 幼稚園 教諭 特定しない 6,000円 50人
令和3年8月16日～
令和3年8月31日

令03-
90016-
301796号

06-6709-3170
(内線： 6174)

https://www.tokiwakai.
ac.jp/

常磐会学園大
学・常磐会短期
大学

【選択必修】学習指導要領の改
訂の動向等と様々な問題に対す
る組織的対応の必要性

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

本講習は「学習指導要領の改訂の動向等」と「様々な問題
に対する組織的対応の必要性」の２つの事項について、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。

ト田　真一郎（常磐会短期大学　幼児教育科
教授）
中村　妙子（常磐会短期大学　幼児教育科　准
教授）

大阪府大阪市
平野区

6時間 令和3年11月16日 幼稚園 教諭 特定しない 6,000円 50人
令和3年8月16日～
令和3年8月31日

令03-
90016-
301797号

06-6709-3170
(内線： 6174)

https://www.tokiwakai.
ac.jp/

大阪成蹊大学・
大阪成蹊短期大
学

【選択必修】教育の最新事情Ⅱ
－教育課程政策論・教育経営論
－

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

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今日求められて
いるカリキュラムと教育（保育）の方法、②時代の変化に対
応する学校経営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。

石田　貴子（大阪成蹊大学　教育学部教授）
橋本　隆公（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24日
幼稚園
小学校

特定しない 特定しない 6,000円 60人
令和3年8月23日～
令和3年8月27日

令03-
90018-
301801号

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