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北海道教育大学
【選択】幼児の発達及びそれに係
る保護者支援

 幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領
で示される幼稚園が担う幼児期の教育のセンターとしての
役割、及び認定こども園が果たす保護者に対する総合的な
子育ての支援の推進を取り上げながら、幼稚園等と家庭が
幼児の発達の状況を共有し、一緒に幼児とかかわる取り組
みが大切であることを解説します。そして、保護者支援に関
する悩み事とその対応策を考えます。
※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。

植木　克美（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16日～
令和4年3月11日

教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
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-
507354号

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

北海道教育大学
【選択】保育の中での援助と関わ
り

　保育の原点とも言われる幼児理解。子どもの発達を支え
るためには、一人ひとりの子どもの今ある姿を適切に捉え、
そこからどのような経験が必要なのかを導き出さなければな
りません。保育者の行う環境構成や保育の中での具体的な
かかわりも、幼児理解に基づくことではじめて適切なものと
なるのです。長い保育経験を経た今、もう一度基本に立ち
返って、適切な幼児理解と発達に応じた支援のあり方につ
いて考えます。
※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。

星　信子（札幌大谷大学　短期大学部保育科教
授）

インターネット 6時間
令和3年10月16日～
令和4年3月11日

教諭 幼稚園教諭 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-
507355号

011-778-0891
http://www.hokkyodai.a
c.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12月26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9月24日～
令和3年10月15日

令03-
10008-
507346号

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

千葉大学
【選択】身近な作物を教材とした
SDGsへのアプローチ

千葉県には多様な特産農産物がある。そこで本講習では、
千葉県の特産農産物を教材として活用することで可能とな
る教科横断的な学びについて、「多様性」「地域とのつなが
り」「グローバル」等をキーワードに、SDGsへのアプローチを
念頭に解説する。その中で、SDGsに資する「遺伝資源」とい
う概念で千葉県の特産農産物を捉えることができること、お
よび「遺伝資源」を活用した授業の実践について学べる内容
とする。

辻　耕治（教育学部教授） 千葉県千葉市 6時間 令和3年12月4日 教諭
小・中・高等学校

教諭
6,000円 30人

令和3年11月4日～
令和3年11月11日

令03-
10021-
507344号

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

千葉大学
【選択】中学校技術科におけるデ
ジタルファブリケーションの可能
性

本講座は，中学校技術科の授業におけるデジタルファブリ
ケーションの可能性を，実習を通して検討するものである。
実習では，3DCADで図面を作成し，3Dプリンターやレーザー
カッターなどのデジタルファブリケーションで材料を加工，そ
れらをmicro:bitやサーボモータなどで制御するシステムを各
自製作する。受講には，3DCADを利用するためのPCの持
参，micro:bitや材料費の負担が必要となる。

木下　龍（教育学部准教授） 千葉県千葉市 6時間 令和3年12月26日 教諭
中学校技術科教

諭向け
9,000円 12人

令和3年11月4日～
令和3年11月11日

令03-
10021-
507345号

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

東京海洋大学
【選択】商船学・海洋工学の最新
事情

商船学・海洋工学における近年の主要な成果のうち、高等
学校教科「商船」の授業内容に関連のある事項について、
知識・技能の修得を目指す。講習内容は、航海分野では、
「ＥＥＤＩと船体設計の将来」について取り上げる。機関分野
では、「船舶機関のトライボロジー」について取り上げる。な
お、本講習はオンデマンド方式で実施する。

南　清和（海洋工学部教授）
藤野　俊和（海洋工学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年12月4日～
令和3年12月19日

教諭
水産、海洋系高
等学校教諭、高
等学校理科教諭

6,000円 20人

令和3年9月16日～
令和3年10月22日

(備考　9月16日－10月
7日は、優先申込対象

者先行募集期間)

令03-
10029-
507341号

03-5463-0394
https://www.kaiyodai.a
c.jp/

令和３年度(第８回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

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

種
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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令和３年度(第８回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

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

種
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

東京海洋大学
【選択】水産学・海洋科学の最新
事情Ⅰ

水産学・海洋科学における近年の主要な成果のうち、高等
学校教科「水産」の授業内容に関連のある事項について、
知識・技能の修得を目指す。講習内容は、「魚介類アレル
ギーの発症メカニズムと原因物質およびアニサキスの危険
性」「陸上養殖とアクアポニックス」の各項目について取り上
げる。なお、本講習はオンデマンド方式で実施する。

嶋倉　邦嘉（海洋生命科学部准教授）
遠藤　雅人（海洋生命科学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年12月4日～
令和3年12月19日

教諭
水産、海洋系高
等学校教諭、高
等学校理科教諭

6,000円 20人

令和3年9月16日～
令和3年10月22日

(備考　9月16日－10月
7日は、優先申込対象

者先行募集期間)

令03-
10029-
507342号

03-5463-0394
https://www.kaiyodai.a
c.jp/

東京海洋大学
【選択】水産学・海洋科学の最新
事情Ⅱ

水産学・海洋科学における近年の主要な成果のうち、高等
学校教科「水産」の授業内容に関連のある事項について、
知識・技能の修得を目指す。講習内容は、「水圏環境教
育」、「最近の航海計器と海洋プラスチックごみ問題につい
て」の各項目について取り上げる。なお、本講習はオンデマ
ンド方式で実施する。

佐々木　剛（海洋生命科学部教授）
内田　圭一（海洋資源環境学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年12月4日～
令和3年12月19日

教諭
水産、海洋系高
等学校教諭、高
等学校理科教諭

6,000円 20人

令和3年9月16日～
令和3年10月22日

(備考　9月16日－10月
7日は、優先申込対象

者先行募集期間)

令03-
10029-
507343号

03-5463-0394
https://www.kaiyodai.a
c.jp/

岐阜大学
【選択】吃音の理解と教育現場に
おける支援

吃音とはことばが流暢に話せない言語障害である。気にし
ないでいれば治る、ゆっくり話してみたらなどが誤ったアドバ
イスであることを学び、教育現場での支援のあり方を考え
る。

村瀬　忍（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和3年11月7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 24人
令和3年9月24日～
令和3年10月1日

令03-
10045-
507356号

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

岐阜大学 【選択】消費者教育の理論と実践

消費者教育の理論を学んだあと、どのように実践することが
できるか、環境実験やペットボトルで作るコンポスト、人生設
計ゲーム(スマホ版。紙版)などを実践する。また近年の若者
がよくひっかかる消費者被害についても例を用いて提示す
る。

大藪　千穂（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和3年11月13日 教諭
小学校・中学校・

高等学校
6,000円 10人

令和3年9月24日～
令和3年10月1日

令03-
10045-
507357号

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

岐阜大学 【選択】民族音楽学と諸国の音楽

１．民族音楽学という学問分野の成立史と21世紀での進展
の説明をする。２．学校教育の中で音楽、特に諸国の音楽
を教える際の注意点を、民族音楽学という学問分野からの
知見を取り入れて解説する。
３．オンラインで使える民族音楽的な教材を紹介する。

青柳　孝洋（教育学部　准教授） 岐阜県高山市 6時間 令和3年11月14日 教諭
小学校教諭・中
学校教諭（音楽）

6,000円 10人
令和3年9月24日～
令和3年10月1日

令03-
10045-
507358号

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

岐阜大学
【選択】学校における実践的防災
教育の進め方

「自分の命は自分で守るを＜わかる＞から＜できる＞へ」を
ねらいとして研究開発した「減災教室」を活用した防災教育
の方法について事例を踏まえながら解説する。また，いくつ
かの体験型防災学習方法（災害時に食に備える，家庭内
DIG～地震がきてもわが家で暮らす方法など）について，模
擬授業と解説を行う。なお，これらは岐阜県教育委員会学
校安全課「防災教育の推進」にも紹介されているので，それ
についても触れたい。

高木　朗義（地域減災研究センター　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和3年11月20日
教諭

養護教
諭

防災教育に関心
のある教諭、養

護教諭
6,000円 50人

令和3年9月24日～
令和3年10月1日

令03-
10045-
507359号

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

岐阜大学
【選択】木材を使用したペーパナ
イフやスプーンの制作（刃物を使
用）　初級者向け

棒ヤスリや丸ノミ、彫刻刀などの主に手の道具で木材を加
工し用途のあるものを制作します。
用具使用方法、木材の特性、安全指導、彫刻刀の研ぎなど
について説明を行います。幼稚園での造形活動、小学校
（図画工作）の電動糸鋸、特別支援学校の作業の時間など
の指導での参考になればと思います。
☆本講座は経験が浅い方を対象とします。

隼瀬　大輔（教育学部　准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和3年11月21日 教諭
幼稚園教諭・小
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円 15人
令和3年9月24日～
令和3年10月1日

令03-
10045-
507360号

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

岐阜大学
【選択】高度情報社会の学校と著
作権

今日の高度情報通信社会では，私たちは多様なメディアに
よる情報の受信と発信ができるようになった。その受信と発
信において，著作物を利用する機会が増大しており，著作
権に関する知識と適正な利用にますます努めなければなら
なくなった。学校もその例外ではなく，教師の活動において
のみならず，インターネットやメディアを活用した学習におけ
る児童･生徒らによる著作物利用も進んでいる。著作権に関
する知識と適正な利用について考えます。

村瀬　康一郎（教育学部　教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和3年11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・高等学
校教諭・特別支
援教諭・養護教
諭・栄養教諭

6,000円 20人
令和3年9月24日～
令和3年10月1日

令03-
10045-
507361号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/
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令和３年度(第８回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

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

種
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

玉川大学
【選択】「音楽科の授業創り」　―
新3観点の学習評価と実践授
業ー

音楽科の授業創りと新3観点の学習評価をどう結び付けて
いったらよいのか、「生徒にとって楽しくて、学びのある授
業」をつくるにはどうしたらよいのかを追求する講習をしま
す。「今さら聞けない『中学校学習指導要領音楽編』」の基本
的な内容の要点理解、新3観点による「音楽科学習指導案」
の立て方や「ワークシート」の作り方を捉えながら、教材研究
から授業構築までの理解を深めます。さらに授業実践とし
て、【表現：歌唱】（合唱）の授業、【表現：創作】の鍵盤楽器
やアプリの鍵盤を使った旋律創作の授業、【鑑賞】（郷土の
音楽）の授業の新3観点のポイントを押さえた授業展開につ
いて、具体的な実践授業を受けながら考えていきます。

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)、
高等学校教諭(音

楽)

6,000円 50人
令和3年10月15日～
令和3年10月25日

令03-
30186-
507351号

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

岐阜聖徳学園大
学

【選択】江戸時代3大悪役の経済
政策

時代劇で悪役になることが多い人物といえば、犬将軍と揶
揄される5代将軍綱吉、8代将軍吉宗の足を引っ張る役の尾
張藩主徳川宗春、賄賂政治家とされる田沼意次の3人でしょ
う。彼らは時代劇の中では悪役ですが、経済政策は画期的
です。彼らの経済政策の意義について考えたいと思いま
す。

加納　正二（経済情報学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和3年11月6日 教諭
中学、高校の社
会・地歴・公民・

商業の教諭
6,000円 5人

令和3年9月24日～
令和3年10月1日

令03-
30329-
507347号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】国際経済開発と人的資源
指数

近年では、生産工程の国際分業というグローバル・バ
リュー・チェーン（GVC）は、より効率的な生産を実現し、貿易
は豊かな消費社会の礎となっている。一方、グローバリゼー
ションによる恩恵を国民の一部しか享受していないという不
安や不満も顕在化し、包摂的な経済成長を目指す動きも強
まってきた。本講習では包摂性を軸に、教育水準（中等教育
就学率等）やインフラなどの人的資源指数（HAI）と国際経済
開発について学ぶ。

松葉　敬文（経済情報学部准教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和3年11月6日 教諭
小学校教諭、中・
高社会科担当教

諭
6,000円 20人

令和3年9月24日～
令和3年10月1日

令03-
30329-
507348号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】肢体不自由者の病理・心
理・生理と教育

特別支援教育のうち、主として肢体不自由者および重度重
複障害者等を対象にします。病理・心理・生理および教育の
講義をします。具体的指導内容として自立活動を中心に、と
りわけ「こころ」「からだ」に焦点化した臨床動作法を用いた
指導理論と簡単な実技を予定しています。

河野　文光（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和3年11月27日 教諭
特別支援学校教

諭
6,000円 20人

令和3年9月24日～
令和3年10月1日

令03-
30329-
507349号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学

【選択】身近な自然環境を活かし
た保育

今後先行きが不透明で、将来の予測が困難な社会を生きる
子どもたちだからこそ、幼児期には身近な自然との直接体
験、本物体験が求められます。
そこで、身近な自然環境を活かした保育について、実際に
戸外での演習を通して具体的に体験すると共に、自園の環
境でどのような保育を展開していくことができるかを考えて
いきたいと思います。

松本　信吾（教育学部教授） 岐阜県岐阜市 6時間 令和3年11月27日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 16人
令和3年9月24日～
令和3年10月1日

令03-
30329-
507350号

058-279-3493
http://www.kmk-
gifu.jp/

名古屋外国語大
学

【選択】リサーチマインド（探究心）
を育むための授業の工夫

総合的な学習の時間（小・中）や総合的な探求の時間（高
校）のカリキュラムを組み立てる際に、教師にとって知ってお
くべき「リサーチ」の方法について解説を行う。また、総合的
な学習・探求の時間で学んだことを発表したりレポートとして
まとめるなど「アウトプット」をする際に欠かせない視点につ
いても学んでいく。ただし、講義は「オンデマンド型」のビデオ
形式でおこなう。

竹内　慶至（現代国際学部国際教養学科准教
授）

インターネット 6時間
令和4年2月14日～
令和4年3月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 5,000人
令和4年1月10日～
令和4年2月25日

令03-
30368-
507353号

0561-74-1111
(内線： 3525)

http://www.nufs.ac.jp

羽衣国際大学
【選択】発達障害と不登校への基
本的な理解と適切な教育的支援
について

発達障害は、その特性から学習面・行動面・対人関係にお
いて様々な1次障害を抱えています。しかし、見た目には気
づかれにくく学校において過重な負担により不登校などの2
次障害に至るケースが多く報告されています。本講習では
発達障害の特性理解と正しい対応及び不登校の誘因となる
環境要因への働きかけの具体策について実践例を通して
理解を深めることを目的として開講します。

西岡　広樹（非常勤講師） 大阪府堺市 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・
中学校・高等学
校教諭　養護教
諭・栄養教諭

4,800円 100人
令和3年10月26日～

令和3年11月4日

令03-
30465-
507352号

072-265-7000
https://www.hagoromo.
ac.jp/
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令和３年度(第８回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

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

種
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

公益社団法人青
少年交友協会

【選択】生活体験指導者養成講
習

これからの科学的文明社会に対応する青少年の健全育成
には、学校・家庭・地域の連携が大変重要です。そこで、当
講習会は、４回の自炊による共同生活を中心に、実学的な
理論と実技を習得し、社会性や人間性を豊かにして人間力
を向上させ、日常生活に必要な当たり前の生活の知恵（生
活文化）を身につけ、教師としての指導力の向上に役立て
てもらうことを目的とします。

森田　勇造（理事長）
矢澤　真人（筑波大学大学院　人文社会系教
授）
伊藤　純郎（筑波大学大学院　人文社会系教
授）
杉森　伸吉（東京学芸大学　教育学部教授）
岡崎　惠視（東京学芸大学名誉教授）
加藤　和子（東京家政大学　家政学部准教授）
中西　史（東京学芸大学　教育学部専任講師）
中山　順子（野外文化活動指導講師）
大出　章裕（野外文化活動指導講師）
吉田　誠（野外文化活動指導講師）
谷　伸行（野外文化活動指導講師）
土屋　博一（(一社）全麺協認定講師）

東京都渋谷区 18.5時間
令和3年11月27日～
令和3年11月28日

教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学
校、幼保連携型
認定こども園教

諭向け

25,000円 18人
令和3年9月16日～
令和3年11月19日

令03-
80006-
507366号

03-5391-1901
http://www.din.or.jp/~k
ouyuu

公益社団法人日
本地震学会

【選択】地震学の最前線と社会と
の関わり

本講習は同時双方向型（テレビ会議方式）で実施します。
スロー地震や建物ヘルスモニタリングなど、地震学や地震
工学の最先端の研究成果を児童生徒に分かるように伝える
方法や、緊急地震速報など実用化されている技術などを学
ぶことで、 学校や地域の災害軽減を目指します。地震に関
する専門知識は必要ありません。
公益社団法人日本地震学会会員は受講料を半額とします。
日本地震学会が開設する更新講習については学会Web
ページをご覧ください。

伊東　明彦（放送大学　栃木学習センター・特任
教授）
小原　一成（東京大学　地震研究所・教授）
楠　浩一（東京大学　地震研究所・教授）
入江　さやか（日本放送協会　放送文化研究
所・上級研究員）
大木　聖子（慶応義塾大学　環境情報学部・准
教授）
加納　靖之（東京大学　地震研究所准教授）

インターネット 6時間 令和3年12月27日 教諭

小学校教諭，中・
高理科教諭，地
震教育や地震の
安全教育に興味
のある教諭（校
種・教科を問わ

ず）

6,000円 20人
令和3年9月16日～
令和3年11月30日

令03-
80017-
507365号

03-5803-9570 https://www.zisin.jp/

常磐会学園大
学・常磐会短期
大学

【選択】保育内容の研究
本講習は、「保育内容の研究」をテーマに、「子どもを尊重す
る保育」「英語教育」「造形表現」等について学び、幼稚園教
諭として求められる最新の知識・技術の修得を目指す。

白川　晴美（常磐会学園大学　国際こども教育
学部）
井上　敏孝（常磐会学園大学　国際こども教育
学部　専任講師）
赤井　利行（大阪保育総合大学　児童保育学部
児童保育学科　教授）
山本　元子（常磐会学園大学　国際こども教育
学部　教授）
久保　葉子（常磐会短期大学　幼児教育科　准
教授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年12月18日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

6,000円 100人
令和3年9月16日～
令和3年10月15日

令03-
90016-
507362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】子どもの成長
本講習は、「子どもの成長」をテーマに、「保育・教育の方
法」「幼児と健康」「子どもと運動」等について学び、幼稚園
教諭として求められる最新の知識・技術の修得を目指す。

坂口　静子（常磐会学園大学　国際こども教育
学部　准教授）
吉見　英里（常磐会短期大学　幼児教育科　専
任講師）
加藤　達雄（常磐会学園大学　国際こども教育
学部　教授）
藤田　敏朗（常磐会学園大学　国際こども教育
学部　専任講師）

大阪府大阪市 6時間 令和3年12月19日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

6,000円 100人
令和3年9月16日～
令和3年10月15日

令03-
90016-
507363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】子どもの心身

本講習は、「子どもの心身」をテーマに、「児童虐待」「心理
学から見た子どもの心」「子どもの人権」等について学び、幼
稚園教諭として求められる最新の知識・技術の修得を目指
す。

葛本　ひとみ（常磐会学園大学　国際こども教
育学部　講師）
南　亜紀子（常磐会短期大学　幼児教育科　講
師）
栗本　敦子（常磐会短期大学　幼児教育科　講
師）
農野　寛治（常磐会短期大学　幼児教育科　教
授）

大阪府大阪市 6時間 令和3年12月25日 教諭
幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園保育教諭

6,000円 100人
令和3年9月16日～
令和3年10月15日

令03-
90016-
507364号

06-6709-3170
(内線： 6174)

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