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大阪芸術大学
【選択】版画ワークショップ―版に
よる表現技法の多様性―

版画には様々な版種があり、それぞれの技法や表情が異な
り、独特の表現を得ることができる。本講習では版を使った
表現を実習で体験し、版特有のマチエールや製版のプロセ
スから創造性や発想の展開を試みる。受講者にとって重要
かつ貴重な造形体験となることはもちろん、図画工作科・美
術科の授業における版画の展開、その魅力を伝えるヒントと
なることを目指す。

日下部　一司（芸術学部教授）
原　三佳恵（芸術学部教授）
山本　善一郎（芸術学部准教授）

大阪府南河内
郡河南町

18時間
令和3年12月25日～
令和3年12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
支援学校の図画
工作科及び美術
科担当教諭向け

18,000円 15人
令和3年10月16日～
令和3年11月10日

令03-
30432-
507373号

0721-93-7907
http://www.osaka-
geidai.ac.jp

桃山学院教育大
学

【選択】子どもの健康課題と安全
教育－学校園リスクマネジメント
の観点から－

学校園の危機に関する近年の状況や健康課題を踏まえて、
子どもを取り巻く複雑多岐な危険事象について概説する。学
校園内外における教育活動中に起こりうるヒヤリ・ハット事
例を取りあげて、安全教育の視点から危機管理のあり方を
考える。事前の危機対応として、ヒヤリ・ハット体験から学ぶ
教訓や組織活動の取組等を紹介するとともに、子どもの命
と健康を守るために、学校園がとるべき対策について検討
する。

八木　利津子（人間教育学部　教授） 大阪府堺市 6時間 令和3年11月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 5,000円 25人
令和3年10月18日～

令和3年11月5日

令03-
30468-
507376号

072-288-6655
(内線： 314)

https://www.andrew-
edu.ac.jp/

桃山学院教育大
学

【選択】特別支援教育の理論　－
支援ニーズの高い児童生徒への
理解と具体的支援－

教育現場において、発達障害など支援ニーズの高い児童生
徒への理解と共に、通常の学級での具体的支援方法を学
ぶ。二次障害や虐待との関連、支援ニーズの高い子どもを
つつむ学級経営や授業改善について学びながら、教員の指
導力向上を目指す。中学校までの話が中心ではあるが、特
性への理解は高等学校でも同様である。

松久　眞実（人間教育学部　教授） 大阪府堺市 6時間 令和3年12月4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

5,000円 25人
令和3年10月18日～

令和3年11月5日

令03-
30468-
507377号

072-288-6655
(内線： 314)

https://www.andrew-
edu.ac.jp/

桃山学院教育大
学

【選択】科学的根拠に基づく運動
指導と事故防止について

幼児、児童、生徒の健康に関する教育的諸問題を解決する
ためには、運動が体に及ぼす影響や体のつくりと特性を理
解した上で教科指導等を行う必要がある。特に運動部にお
けるスポーツ事故防止は、学校教育機関の重要な責務であ
る。そこで、本講義では、前半部を「科学的根拠に基づくス
ポーツ指導のあり方」について解説、後半部を具体的事例
を基に「子どものスポーツ外傷・障害の発生メカニズムと予
防」について解説する。

中村　浩也（人間教育学部　教授）
灘本　雅一（人間教育学部　教授）

大阪府堺市 6時間 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（運動部
の指導を担当す
る者）、高等学校
教諭（運動部の
指導を担当する
者）、特別支援学

校教諭

5,000円 25人
令和3年10月18日～

令和3年11月5日

令03-
30468-
507378号

072-288-6655
(内線： 314)

https://www.andrew-
edu.ac.jp/

関西国際大学 【選択】臨床教育学特論

いま、学校現場で大きな課題となっている、読み書きに困難
がある児童生徒の理解と支援について、①読み書きの困難
が生じる原因、②ディスレクシアを始めとする読み書きの困
難のタイプ、③読み書きの困難のアセスメント、④読み書き
の困難の支援方法、等について学ぶ。

花熊　曉（教育学部教授） 兵庫県尼崎市 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 120人
令和3年10月27日～

令和3年11月5日

令03-
30474-
507374号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

関西国際大学 【選択】臨床教育学特論

いま、学校現場で大きな課題となっている、読み書きに困難
がある児童生徒の理解と支援について、①読み書きの困難
が生じる原因、②ディスレクシアを始めとする読み書きの困
難のタイプ、③読み書きの困難のアセスメント、④読み書き
の困難の支援方法、等について学ぶ。「同時双方向型」

花熊　曉（教育学部教授） インターネット 6時間 令和3年11月27日
教諭

養護教
諭

全教諭・養護教
諭

6,000円 240人
令和3年10月27日～

令和3年11月5日

令03-
30474-
507375号

06-6496-4103
http://www.kuins.ac.jp/
facilities/menkyokoshin.
html

姫路日ノ本短期
大学

【選択】子どもの疾病における栄
養学的アプローチ

成長期における健康維持は、からだにおける栄養素の需要
と供給のバランスによってコントロールされている面が大き
いと考えられている。また、自律神経機能によって制御され
る体温調節や発汗機能の発達途上で風邪などの体調不良
を訴えることが多い。本講習では、栄養学の基礎を解説した
上で、成長期における疾病予防、及び疾患治療のサポート
のための食事摂取の考え方を中心に解説する。

橋本　賢（幼児教育科非常勤講師） 兵庫県姫路市 6時間 令和3年12月4日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭、保
育教諭、小学校
教諭、栄養教諭

6,000円 40人
令和3年10月18日～
令和3年10月22日

令03-
35243-
507367号

079-232-4140
http://www.himeji-
hc.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９回)認定
免許状更新講習一覧（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
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和３年度(第９回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

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

種
主な受講対象者

姫路日ノ本短期
大学

【選択】発達障害入門　特別支援
教育・保育で活用できる知識と支
援技術と遊び

発達障害児に対する教育・保育において必要となる知識と
支援技術について学ぶ。発達障害の一般的な特性、子ども
の捉え方、支援の考え方、アセスメント、生活場面での工夫
（視覚的援助）などについてお伝えするとともに、発達障害
の特性や発達段階に合わせて遊びを組み立てていく思考法
を体得できる演習なども実施する。

太田　篤志（幼児教育科非常勤講師） 兵庫県姫路市 6時間 令和3年12月18日 教諭
幼稚園教諭、保
育教諭、小学校

教諭
6,000円 40人

令和3年10月18日～
令和3年10月22日

令03-
35243-
507368号

079-232-4140
http://www.himeji-
hc.ac.jp/

姫路日ノ本短期
大学

【選択】ICTを活用した授業教材
の活用法

幼児教育や学校教育におけるＩＣＴ環境の導入・整備が進ん
でいる中で、保育や授業におけるＩＣＴ環境での教材活用の
考え方・手法について講義演習をおこなう。情報機器やネッ
トワークの整備が進む教育環境で、ＩＣＴを活用した保育や
授業の事例や演習を通してその有効性や活用方法につい
て考える。黒板とチョークとデジタル化された学習教材の効
果的な利用法について具体的な機器操作事例も含めて講
習をおこなう。

野口　義栄（幼児教育科非常勤講師） 兵庫県姫路市 6時間 令和3年12月20日 教諭

幼稚園教諭、保
育教諭、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10月18日～
令和3年10月22日

令03-
35243-
507369号

079-232-4140
http://www.himeji-
hc.ac.jp/

姫路日ノ本短期
大学

【選択】豊かな感性を生む表現活
動

子どもたちが経験から感じたことを豊かに表現するために、
保育士や教員がどのように関わるべきかについては、重要
な課題である。子ども自身が思い思いに表現する楽しさを大
切にしていくことが、豊かな感性を育むうえで重要となるが、
幼少期の発達に直接的に携わる者として多様な表現技法
や道具などを経験できるように環境を整えていくことも必要
である。本講習では、「豊かな感性と表現」とは何かについ
て理解を深めるとともに、「身体表現」「創作表現」を中心に
実践事例をもとに、子どもの育ちや援助のあり方を考察して
いく。

勝木　洋子（姫路日ノ本短期大学　学長）
佐藤　栄悟（幼児教育科非常勤講師）

兵庫県姫路市 6時間 令和3年12月22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10月18日～
令和3年10月22日

令03-
35243-
507370号

079-232-4140
http://www.himeji-
hc.ac.jp/

姫路日ノ本短期
大学

【選択】わらべうた

わらべうた遊びは、空間認知、巧緻性、言語・音楽面への刺
激、全身運動、感情のコントロール、コミュニケーション能力
を育ててくれる。古いものは平安時代にまで遡ることができ
るが、その効果は科学的にも証明されている。わらべうた遊
びの集団教育で遊ぶときの工夫の仕方、遊びのアレンジを
学び、実際に体を動かして遊びを体験する。

堀口　眞奈美（幼児教育科非常勤講師） 兵庫県姫路市 6時間 令和3年12月21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10月18日～
令和3年10月22日

令03-
35243-
507371号

079-232-4140
http://www.himeji-
hc.ac.jp/

姫路日ノ本短期
大学

【選択】わらべうた

わらべうた遊びは、空間認知、巧緻性、言語・音楽面への刺
激、全身運動、感情のコントロール、コミュニケーション能力
を育ててくれる。古いものは平安時代にまで遡ることができ
るが、その効果は科学的にも証明されている。わらべうた遊
びの集団教育で遊ぶときの工夫の仕方、遊びのアレンジを
学び、実際に体を動かして遊びを体験する。

堀口　眞奈美（幼児教育科非常勤講師） 兵庫県姫路市 6時間 令和3年12月24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10月18日～
令和3年10月22日

令03-
35243-
507372号

079-232-4140
http://www.himeji-
hc.ac.jp/

公益財団法人音
楽鑑賞振興財団

【選択】音鑑・冬の勉強会2021

新学習指導要領の内容と新しい学習評価の理解を深め、音
楽科の授業の改善と充実を図るため、鑑賞領域に焦点を当
てつつ、基本的な考え方と指導方法を研修する。また、音楽
の背景となる文化や歴史を学ぶなど、幅広い音楽科の指導
を工夫できるよう研修する。

オンデマンド動画配信：６時間（12/14～12/28）
認定試験：0.5時間（12/28～1/6までに返送　必着）

藤沢　章彦（理事）
志民　一成（文部科学省　教科調査官）

インターネット 6時間

令和3年12月14日～
令和3年12月28日、
令和3年12月28日～
令和4年1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
支援学校の音楽

科教諭

7,980円 150人
令和3年10月18日～
令和3年11月30日

令03-
80003-
507380号

03-5717-6885 https://onkan.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９回)認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

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

種
主な受講対象者

兵庫大学・兵庫
大学短期大学部

【選択】こどもの発達と環境

保育所や幼稚園での子どもにふさわしい生活についての考
え方を深めます。保育実践を通して、子どもの発達について
心理学の観点から理解しつつ、造形活動から表現すること
の大切さを再確認し、実践できるスキルを身につけます。
この講習は免許法認定講習の指定科目としても開講しま
す。

松田　信樹（兵庫大学生涯福祉学部こども福祉
学科　教授）
小林　みどり（兵庫大学生涯福祉学部こども福
祉学科教授）
満田　知美（兵庫大学生涯福祉学部こども福祉
学科准教授）

兵庫県加古川
市

18時間
令和3年11月18日～
令和4年1月20日

教諭 幼稚園教諭向け 18,000円 40人

令和3年10月18日～
令和3年11月12日

(備考　免許法認定講
習同時開講となります
（一般申込あり11/18か
ら年明け1/20まで、毎
週木曜3時間程度の講

習）)

令03-
90020-
507379号

079-427-9966
(内線： 3440)

http://www.hyogo-
dai.ac.jp/
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