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千葉大学
【選択】【１２】生徒指導・教育相談
の理論と実践

社会情勢の影響を受け、多様化、複雑化する教育課題に対
して、生徒指導・教育相談の重要性が高くなっている。本講
習では、不登校、発達上の問題等の教育課題や学校体制
の問題などのテーマを取り上げ、グループワーク等を通し
て、生徒指導・教育相談に対する理解を深める。

笠井　孝久（教育学部教授）
吉田　浩（教育学部准教授）

千葉県千葉市 6時間 令和4年6月5日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小・中・
高等学校教諭、
養護教諭向け

6,000円 50人

令和4年5月9日～
令和4年5月16日

(備考　郵送による受付
予定。土日除く。)

令04-
10021-
500178号

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

千葉大学
【選択】【４】子どもの生活の変化
を踏まえた課題

子どもの生活の変化に伴う課題（不登校・いじめ・児童虐
待・貧困・インターネットをめぐる問題等）について、具体的
な事例を挙げながら、学校はどのように対応すればよいの
かについて、グループワーク等を通して理解を深めていく。

吉田　浩（教育学部准教授）
土屋　明子（教育学部准教授）

千葉県千葉市 6時間 令和4年6月12日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭向け
6,000円 50人

令和4年5月9日～
令和4年5月16日

(備考　郵送による受付
予定。土日除く。)

令04-
10021-
500179号

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

千葉大学 【選択】【１５】道徳教育

本講習では、道徳性の発達の視点から、幼児教育から小・
中学校並びに高等学校での道徳教育について検討する。
内容は以下のとおりである。
①道徳教育の目指すものと道徳教育（「道徳性の育成」と幼
児期からの連続した道徳教育の必要性について）
②「道徳の教科化」の背景と経緯
③学習指導要領（道徳）の改正点と具体的な授業改善につ
いて
④道徳科の評価について
⑤道徳科の実施にあたって
⑥これからの道徳教育を考える（幼児期～高等学校まで）

土田　雄一（教育学部教授） 千葉県千葉市 6時間 令和4年6月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教諭向け 6,000円 50人

令和4年5月9日～
令和4年5月16日

(備考　郵送による受付
予定。土日除く。)

令04-
10021-
500180号

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

千葉大学
【選択】【９】児童生徒の安全確保
と学校における危機管理

本講習では、児童生徒の安全確保と学校における危機管
理について、「未然防止」「事故対応」「再発防止」という３つ
の観点をもって危機管理の具体的な事例、取組等を取り上
げ、危機管理についての理解を深めるとともに意識の向上
を図る。

大野　英彦（教育学部教授）
伊藤　裕志（教育学部教授）

千葉県千葉市 6時間 令和4年6月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭向け
6,000円 50人

令和4年5月9日～
令和4年5月16日

(備考　郵送による受付
予定。土日除く。)

令04-
10021-
500181号

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

千葉大学
【選択】【３】子どもに寄り添う支援
の実際－教育臨床上の今日的
問題をめぐって－

いま、教育現場ではさまざまな問題が生じています。これら
の問題は従来の枠組みを超え、複合的な理解と対応を必要
としています。本講座では、「個別の支援を必要とする子ど
も」「保護者対応」「不登校と発達障がい」に焦点を当て、こ
れらの問題に対する適切な理解と関わりについて実際的な
視点から学び、心のバリアフリーを推進します。

磯邉　聡（教育学部准教授）
笠井　孝久（教育学部教授）

千葉県千葉市 6時間 令和4年7月10日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小・
中学校教諭、養
護教諭、栄養教

諭向け

6,000円 50人

令和4年5月9日～
令和4年5月16日

(備考　郵送による受付
予定。土日除く。)

令04-
10021-
500182号

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

お茶の水女子大
学

【選択】【18】やってみよう！教科
科目でのプログラミング教育－入
門から実践へ！

小中学校の教育にプログラミングが導入されました。これに
より、教員には各教科科目においてプログラミング教育を実
践するためのスキルを習得することが求められています。本
講習は、ビジュアル・プログラミングの基礎を学ぶとともに、
小中学校の教科科目においてプログラミングを実践するた
めに必要となる授業設計の方策を学びます。本講習は、オ
ンデマンド型の講習として実施します。

赤堀　侃司（元白鷗大学教授）
齋藤　長行（サイエンス＆エデュケーションセン
ター　客員教授）

インターネット 6時間
令和4年7月16日～
令和4年9月24日

教諭
小学校･中学校教

諭
6,000円 500人

令和4年3月16日～
令和4年8月31日

令04-
10030-
500183号

03-5978-5141
https://www.cf.ocha.ac.
jp/sec/

香川大学 【選択】【1,2,3,4】教育の最新事情

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。（オンデマンド型で実施します。）

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4年4月18日～
令和4年10月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 30人
令和4年3月16日～
令和4年10月3日

令04-
10073-
500166号

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

令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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４年度(第２回)認定
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香川大学 【選択】【15】道徳教育の充実

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
実施します。）

植田　和也（教育学部　教授） インターネット 6時間
令和4年4月18日～
令和4年10月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

（小学校・中学
校・高等学校・特
別支援学校免許
所持者・職種・教

科不問）

6,000円 30人
令和4年3月16日～
令和4年10月3日

令04-
10073-
500167号

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

香川大学
【選択】【12】教師の指導が助長す
る問題行動とその見方

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。（オンデマンド型で実施します。）

大久保　智生（教育学部　准教授） インターネット 6時間
令和4年4月18日～
令和4年10月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

（職種・学校種・
教科不問）

6,000円 30人
令和4年3月16日～
令和4年10月3日

令04-
10073-
500168号

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

香川大学 【選択】【9】災害に学ぶ学校防災

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
実施します。）

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4年4月18日～
令和4年10月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

（職種・学校種・
教科不問）

6,000円 30人
令和4年3月16日～
令和4年10月3日

令04-
10073-
500169号

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

香川大学
【選択】【11】心理学から見た学習
意欲

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。（オンデマンド型で実施します。）

岡田　涼（教育学部　准教授） インターネット 6時間
令和4年4月18日～
令和4年10月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

（小学校・中学
校・特別支援学
校免許所持者・
職種・教科不問）

6,000円 30人
令和4年3月16日～
令和4年10月3日

令04-
10073-
500170号

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

香川大学
【選択】【19】乳幼児理解から「子
どもとつくる保育」へ

子どもの「声」を聞き、それを評価と計画に反映させながら保
育実践をアレンジしていくことは、就学前教育・保育の質を
高めていくうえで欠かせないプロセスである。「発達」「遊び」
「多様性・多声性」「尊厳」「包摂」等のキーワードに基づき、
明日からの具体的な保育実践を考えるうえでの手がかりを
探るとともに、乳幼児保育実践の今日的課題への理解を深
め、持続可能な社会に果たす保育の役割を考えていく。（オ
ンデマンド型で実施します。）

松本　博雄（教育学部　教授）
松井　剛太（教育学部准教授）

インターネット 6時間
令和4年4月18日～
令和4年10月31日

教諭
幼稚園免許状所

持者
6,000円 30人

令和4年3月16日～
令和4年10月3日

令04-
10073-
500171号

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

香川大学 【選択】【19】表現遊びを楽しむ

幼児が楽しむ音や楽器にどのようなものがあるかを確認し、
楽器を実際につくったりして音を出し、それを元に音に合わ
せて身体を動かしたりして表現を楽しむことを、実技をふま
えて講習します。（オンデマンド型で実施します。）

岡田　知也（教育学部教授）
藤元　恭子（教育学部教授）
吉川　暢子（教育学部准教授）

インターネット 6時間
令和4年4月18日～
令和4年10月31日

教諭
幼稚園免許状保

持者
6,000円 30人

令和4年3月16日～
令和4年10月3日

令04-
10073-
500172号

087-832-1175
https://www.kagawa-
u.ac.jp/
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免許状更新講習一覧

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

香川大学
【選択】【3】はじめての特別支援
教育

特別支援教育の重要性についての認識は学校現場でかな
りすすんできた。しかし、特別支援教育コーディネーターの
研修会は数多くあるが、コーディネーター以外の方に対して
の研修はなかなか機会を確保できないと聞く。平成28年度
から「障害者差別解消法」が施行され、学校現場においても
合理的配慮についての情報が必要とされている。一度は話
を聞いてみたい、研修を受けてみたい方に、特別支援教育
の基本的な考え方やアセスメントについて、基礎的な事項を
中心に講義する。（オンデマンド型で実施します。）

小方　朋子（教育学部　教授）
中島　栄美子（教育学部　准教授）

インターネット 6時間
令和4年4月18日～
令和4年10月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

（職種・学校種・
教科不問）

6,000円 30人
令和4年3月16日～
令和4年10月3日

令04-
10073-
500173号

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

香川大学
【選択】【3】障害があるとはどうい
うことなのか？―ICFと新しい能
力観―

ICF（国際生活機能分類）をふまえて障害を社会モデルで考
え、障害があるということを子どもたちにどのように教えてい
けばよいのかを考えます。そして、ICTなどを活用した合理
的配慮の方法と、それによって引き出される新しい能力観、
これがあればできるという発想で考えることで、これからの
教育を考えていきます。大学での支援の現状も提供します。
（オンデマンド型で実施します。）

坂井　聡（教育学部教授） インターネット 6時間
令和4年4月18日～
令和4年10月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

（職種・学校種・
教科不問）

6,000円 30人
令和4年3月16日～
令和4年10月3日

令04-
10073-
500174号

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

兵庫県立大学
【選択】【11】学校における地域教
育の基礎

児童・生徒に対する地域教育に関する基礎的知識の習得を
目的とし、以下の内容について講義する。
①「地域資源」とは？：地域資源を生かした地域教育の目
標、効果等について説明する。
②地域資源の活用について（3つのプログラムに分かれ
る。）
　Ａ．地域の自然資源活用-地質・地形資源とその活用例
　Ｂ．地域の自然資源活用-コウノトリの野生復帰と地域資
源化
　Ｃ．地域の社会・文化資源活用-歴史遺産
③Ａ、Ｂ、Ｃのプログラムごとに地域資源の活用の実習・演
習を行なう。

佐川　志朗（地域資源マネジメント研究科教授）
中井　淳史（地域資源マネジメント研究科教授）
山室　敦嗣（地域資源マネジメント研究科教授）
大迫　義人（地域資源マネジメント研究科教授）
川村　教一（地域資源マネジメント研究科教授）
内藤　和明（地域資源マネジメント研究科准教
授）
出口　智広（地域資源マネジメント研究科准教
授）
松原　典孝（地域資源マネジメント研究科講師）
矢ケ崎　太洋（地域資源マネジメント研究科講
師）
佐野　恭平（地域資源マネジメント研究科助教）

兵庫県豊岡市 6時間 令和4年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園、小学校、
中学校又は高等

学校の教諭
6,000円 36人

令和4年4月1日～
令和4年5月31日

令04-
20060-
500211号

078-794-6631
http://www.u-
hyogo.ac.jp

兵庫県立大学
【選択】【19】学校における防災教
育の基礎

児童・生徒に対する学校防災教育のあり方を学び考え、防
災・減災に関する基礎的知識を習得するために、以下の内
容についての講義を行う。
１. 防災教育の目標、意義とあり方：防災教育って何？何を
児童・生徒に伝えるか？教職員の心構えは？
２. 防災教育や被災地復興に求められる視点：災害にどう立
ち向かうの？復興はどのように進められるべきか？
３. 防災・減災のための情報活用：どんな情報が有効なの？
災害情報の見方・使い方。
４. 防災教育教材の体験：防災教材として使えるカードゲー
ムなどを紹介し、実際に体験。

諏訪　清二（減災復興政策研究科　特任教授）
浦川　豪（減災復興政策研究科　准教授）
宮本　匠（減災復興政策研究科　准教授）

兵庫県神戸市 6時間 令和4年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園、認定こど
も園、小・中学

校、高等学校、特
別支援学校の教

諭・養護教諭

6,000円 80人
令和4年4月1日～
令和4年5月31日

令04-
20060-
500212号

078-794-6631
http://www.u-
hyogo.ac.jp

兵庫県立大学
【選択】【11,18】データ分析と
フィールドワークに基づく「総合的
な探求の時間」

本講習では、特に高等学校での「総合的な探究の時間」を
想定し、ビックデータ（RESAS）や地理情報システム（GIS）、
フィールドワーク（まち歩き、インタビュー）を合わせた授業実
践を行う上での注意点や可能性を座学と演習形式で学びま
す。講習会の最終目標は、先生方がご自身の勤務先で有
意義な探究学習を行うために考え、授業実施案を構想し、
受講者全員で共有化することです。

太田　尚孝（環境人間学部准教授） 兵庫県姫路市 6時間 令和4年8月8日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校、高校の
教諭（探求学習に
関心のある方）

6,000円 10人
令和4年4月1日～
令和4年5月31日

令04-
20060-
500213号

078-794-6631
http://www.u-
hyogo.ac.jp
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天使大学
【選択】【19】学校で役立つ食物エ
ネルギーの知識とアレルギー対
応

食物アレルギーについての基礎的知識とアレルギーへの対
応について学びます。講師がこれまでに経験した具体的事
例の提示も行い、アレルギーの原因、症状の現れ方が多彩
なことも学んで頂きます。また食物アレルギーで注意すべき
食事や調理法等についても解説します。

武藏　学（大学院看護栄養学研究科客員教授）
志賀　一希（看護栄養学部准教授、大学院看護
栄養学研究科准教授）

北海道札幌市 6時間 令和4年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭・養護教諭・
栄養教諭

5,000円 50人
令和4年3月25日～
令和4年6月10日

令04-
30008-
500208号

011-741-1051
https://www.tenshi.ac.j
p/

天使大学
【選択】【19】「みること」をいかして
引き出すアクティブ・ラーニング

「協同学習を要としたアクティブ・ラーニング」の引き出し方に
ついて体験的に学びます。作文をアクティブ・ラーニング化
する看図作文や，看図アプローチという「みること」を重視し
た教材開発・授業づくりの方法について学びます。
なお，以下の理由により栄養教諭も受講対象者とします。
栄養教諭の職務には「教科等における食に関する指導」が
含まれています。栄養教諭の具体的な授業参画の方法とし
ては、①ティーム・ティーチング、②教材研究等が想定されま
す。
今回の講習では，多様な教科・校種の先生方と協同学習す
ることにより，ティーム・ティーチングの計画法や共同での教
材開発の仕方をスキルアップすることもできます。"

鹿内　信善（看護栄養学部教授、大学院看護栄
養学研究科教授）
石田　ゆき（日本医療大学　非常勤講師）

北海道札幌市 6時間 令和4年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭・養護教諭・
栄養教諭

5,000円 40人
令和4年3月25日～
令和4年6月10日

令04-
30008-
500209号

011-741-1051
https://www.tenshi.ac.j
p/

天使大学
【選択】【19】生活習慣病予防のた
めの栄養教育

学校給食の目標に「適切な栄養の摂取による健康の保持増
進を図ること」「日常生活における食事について正しい理解
を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及
び望ましい食習慣を養うこと」とあります。栄養教諭として、
子ども達が将来、生活習慣病にならないための食事療法と
指導方法を学び、健康保持増進に寄与できる専門的知識を
高めます。

坂本　洋子（看護栄養学部准教授） 北海道札幌市 6時間 令和4年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭・養護教諭・
栄養教諭

7,000円 20人
令和4年3月25日～
令和4年6月10日

令04-
30008-
500210号

011-741-1051
https://www.tenshi.ac.j
p/

東北生活文化大
学

【選択】【19】被服材料を化学的視
点でとらえると広がる社会的視野

被服材料の中核をなす繊維は、プラスチック・ゴムとならび
高分子化合物の代表的な一形態である。一方、繊維は天然
繊維と化学繊維に大別されるが、化学繊維の中で石油を原
料とする合成繊維が現代の被服材料の重要な位置を占め
ているといっても過言ではない。本講では化学的な視点から
被服材料、特に合成繊維にスポットを当て、さらにはそこか
ら見え隠れする現代社会についても話題にする。

菅野　修一（家政学部家政学科　教授） 宮城県仙台市 6時間 令和4年8月6日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭向

け（家庭科）
6,000円 10人

令和4年3月20日～
令和4年6月20日

令04-
30044-
500231号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】【19】デザインの基礎

デザインの概論と実技（平面構成）を行います。身の回りの
ちょっとしたことから、人間、生活、社会、自然と関連付け、
日常の問題解決に向けた発想でデザインを考えます。実技
では、シンプルな平面構成をとおして画面構成の再確認をし
ます。

三上　秀夫（美術学部美術表現学科　教授） 宮城県仙台市 6時間 令和4年8月6日 教諭
中学校・高等学

校教諭向け（美術
科）

6,000円 10人
令和4年3月20日～
令和4年6月20日

令04-
30044-
500232号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】【19】折り紙製作と保育実
践

保育現場における折り紙製作として、保育実践での折り紙
の活用とその指導方法等について学ぶ。我が国における折
り紙のルーツを辿ると、その始まりの意味や意義が見えてく
る。明治９年に我が国で初となる幼稚園が誕生し、教育に初
めて折り紙が導入された。現在も保育に折り紙を導入してい
る園も多く存在する中、実際の保育現場における折り紙の
具体的な活用と指導方法等について、情報交換を交えなが
ら考察を深め実践していく。

岡崎　善治（生活文化学科准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和4年8月6日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 20人
令和4年3月20日～
令和4年6月20日

令04-
30044-
500233号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

東北生活文化大
学

【選択】【19】スポーツ栄養を学ぶ
上で具備しておきたい運動生理
学

教育現場においてスポーツ栄養の概念が取り入れられて久
しいが、教員としてスポーツ栄養の概念を教える以上は、栄
養の知識もさることながら、運動・スポーツの部分について
も深く理解しておく必要がある。そこで本講習では、運動生
理学の領域から栄養に関係の深いものを抜粋し、種々の事
例を参考にしながら、運動と栄養について深く考える時間と
したい。

川俣　幸一（家政学部家政学科　教授） 宮城県仙台市 6時間 令和4年8月7日 教諭
中学校・高等学

校教諭向け（家庭
科）

6,000円 10人
令和4年3月20日～
令和4年6月20日

令04-
30044-
500234号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp
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東北生活文化大
学

【選択】【19】保育の歴史からみえ
てくる保育の原点とあり方

本講習では140年にわたる保育の歴史や制度等を通して、
我が国における歴史上の優れた保育者らにおける保育の
原点や保育のあり方について学ぶ。初めて保育者として子
どもと向き合ったときの新鮮な気持ちやその後の意識の変
化、現在の心境等を情報交換しながら考察を深め、今後の
保育のあり方について考えていく。

岡崎　善治（生活文化学科准教授） 宮城県仙台市 6時間 令和4年8月7日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 20人
令和4年3月20日～
令和4年6月20日

令04-
30044-
500235号

022-272-7513
http://www.mishima.ac.
jp

星槎大学
【選択】【１】講義Ⅰ−教育の最新
事情

国の教育政策や、社会の変化と未来の教育などの話題を
中心としながら、世界の教育事情の基本的な知識の確認と
ともに、実践的な理解を深めることを目的とする。国の教育
政策については、学習指導要領の改訂を踏まえ、主体的・
対話的で深い学びを中心に、それが取り上げられた理由や
意味合いについても取り上げる。また、世界の教育事情で
は、諸外国の教育について触れるとともに、SDGｓや仁川宣
言についても取り上げる。学校に関わるすべての教員が基
礎基本として習得することが望ましいと考えられる内容で構
成している。

西永　堅（共生科学部教授）
松本　幸広（共生科学部　非常勤講師）

通信教育 10時間
令和4年4月15日～
令和5年3月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 10,000円 3,000人
令和4年3月16日～
令和5年1月31日

令04-
30260-
500337号

045-212-3830
http://kyoumen.seisa.a
c.jp/

星槎大学
【選択】【３，５】講義Ⅱ−発達を踏
まえた脳科学とGIGAスクール構
想

子どもの変化に応じた適切な対応のために、社会の変化と
その具体的な表出としてのこどもの貧困問題・性同一性の
課題・外国にルーツを持つ児童生徒の課題などを明らかに
するとともに、発達に関わる知見を脳科学の視点から取り扱
う。その上で、発達障害の概念を理解するとともに、多様性
の概念についても考察する。講習の最後には、さまざまな児
童生徒に応じた個別対応が可能になる可能性を持つ、
GIGAスクール構想について取り上げる。学校に関わるすべ
ての教員が今後標準技能として習得することが望ましいと
考えられる内容で構成している。

西永　堅（共生科学部教授）
松本　幸広（共生科学部　非常勤講師）

通信教育 10時間
令和4年4月15日～
令和5年3月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 10,000円 3,000人
令和4年3月16日～
令和5年1月31日

令04-
30260-
500338号

045-212-3830
http://kyoumen.seisa.a
c.jp/

星槎大学
【選択】【１２】講義Ⅲ−不登校とイ
ンクルーシブ教育

大きな教育課題である不登校について取り上げるとともに、
その解決策として有効と考えられるインクルーシブ教育につ
いて学ぶ。不登校は、個々の児童生徒の発達と現在の学校
制度に大きくかかわることを明らかにし、児童生徒に学校が
適応していくという観点で教育課程特例校についても取り上
げる。そのうえで、インクルーシブ教育について学び、この教
育は、障害のあるなし関わるものではなく、一人ひとりの
ニーズに応じた教育を目指すもので、児童生徒が置かれた
様々な困難にも対応していくものであることを理解する。学
校に関わるすべての教員が受講することが望ましいと考え
られる内容で構成している。

西永　堅（共生科学部教授）
松本　幸広（共生科学部　非常勤講師）

通信教育 10時間
令和4年4月15日～
令和5年3月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 10,000円 3,000人
令和4年3月16日～
令和5年1月31日

令04-
30260-
500339号

045-212-3830
http://kyoumen.seisa.a
c.jp/

八洲学園大学

【選択】【1,2,3,4】Ⅰコース：eラーニ
ング講習「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（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」

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「子どもの生活の変
化を踏まえた課題」、「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（特別支援教育に関するものを含む）」に
ついて取り上げます。講習はオンデマンド（録画）で受講でき
ます。修了試験は郵送による筆記試験にて実施いたしま
す。

渡邉　達生（生涯学習学部生涯学習学科特任
教授）
鈴木　啓之（生涯学習学部生涯学習学科教授）
佐々木　達行（生涯学習学部生涯学習学科特
任教授）

インターネット 6時間
令和4年7月19日～
令和4年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 400人
令和4年3月16日～
令和4年6月15日

令04-
30283-
500276号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/
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八洲学園大学

【選択】【6,9,15】Ⅱコース：eラーニ
ング講習「学習指導要領の改訂
の動向等＊道徳教育＊学校にお
ける危機管理上の課題1＊学校
における危機管理上の課題2」

「学習指導要領の改訂の動向等」に関する講習では、生きる
力の教育を教育の歴史から把握します。「道徳教育」では、
いじめ問題に対応するという視点から道徳の授業で扱う道
徳的価値を深めます。「学校における危機管理上の課題」に
関する講習では、近年課題となっている学校機密情報や個
人情報の扱いを例に危機管理の校内体制づくりについて扱
います。講習はオンデマンド（録画）で受講できます。修了試
験は郵送による筆記試験にて実施いたします。

渡邉　達生（生涯学習学部生涯学習学科特任
教授）
鈴木　啓之（生涯学習学部生涯学習学科教授）

インターネット 6時間
令和4年7月19日～
令和4年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 400人
令和4年3月16日～
令和4年6月15日

令04-
30283-
500277号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/

八洲学園大学

【選択】【19】Ⅲコース：eラーニン
グ講習「寄り添う聴き方 伝わる話
し方＊傾聴による信頼関係の構
築」

前半では、「教師」「児童生徒」「保護者」の各視点から、「聴
く・話すこと」を中心としたコミュニケーションについて実践的
に考えます。後半では、聴くことを主体にしたコミュニケー
ションによる信頼関係の構築を考え、職場における多様な
人的接点・関係に活用できる傾聴の基本的態度、姿勢、技
法を取り上げます。講習はオンデマンド（録画）で受講できま
す。修了試験は郵送による筆記試験にて実施いたします。

降籏　美月（非常勤講師）
大江　知行（生涯学習学部生涯学習学科准教
授）

インターネット 6時間
令和4年7月19日～
令和4年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 400人
令和4年3月16日～
令和4年6月15日

令04-
30283-
500278号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/

八洲学園大学

【選択】【19】Ⅳコース：eラーニン
グ講習「学校教育に資する学校
図書館の役割＊少子化時代の
教育と高齢者の役割」

前半では、子どもの読書に関するデータや図書館を活用し
た授業事例を紹介しながら、学校図書館の役割について考
えます。後半では、戦前戦後の日本の作家や詩人、経営者
などのエピソードを取り上げながら、少子化時代の教育と高
齢者の役割について取り上げます。講習はオンデマンド（録
画）で受講できます。修了試験は郵送による筆記試験にて
実施いたします。

野口　久美子（生涯学習学部生涯学習学科教
授）
中田　雅敏（生涯学習学部生涯学習学科特任
教授）

インターネット 6時間
令和4年7月19日～
令和4年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 400人
令和4年3月16日～
令和4年6月15日

令04-
30283-
500279号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/

八洲学園大学

【選択】【19】Ⅴコース：eラーニン
グ講習「自己確立の方法＊多文
化共生－カルチャーショックと適
応」

前半は、子どもが自己確立するにあたって必要な力とは何
か、その具体的内容について考察します。後半は多文化的
背景をもつ児童・生徒と、それを迎え入れる児童・生徒たち
の適応を援助するための、教師の連携・協働の大切さにつ
いて考えていきます。講習はオンデマンド（録画）で受講でき
ます。修了試験は郵送による筆記試験にて実施いたしま
す。

恵　仁（生涯学習学部生涯学習学科教授）
竹田　葉留美（生涯学習学部生涯学習学科准
教授）

インターネット 6時間
令和4年7月19日～
令和4年8月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 400人
令和4年3月16日～
令和4年6月15日

令04-
30283-
500280号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/

八洲学園大学

【選択】【1,2,3,4】Ⅰコース：eラーニ
ング講習「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（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」

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「子どもの生活の変
化を踏まえた課題」、「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（特別支援教育に関するものを含む）」に
ついて取り上げます。講習はオンデマンド（録画）で受講でき
ます。修了試験は郵送による筆記試験にて実施いたしま
す。

渡邉　達生（生涯学習学部生涯学習学科特任
教授）
鈴木　啓之（生涯学習学部生涯学習学科教授）
佐々木　達行（生涯学習学部生涯学習学科特
任教授）

インターネット 6時間
令和4年10月17日～
令和4年11月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 400人
令和4年6月16日～
令和4年9月15日

令04-
30283-
500281号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/

八洲学園大学

【選択】【6,9,15】Ⅱコース：eラーニ
ング講習「学習指導要領の改訂
の動向等＊道徳教育＊学校にお
ける危機管理上の課題1＊学校
における危機管理上の課題2」

「学習指導要領の改訂の動向等」に関する講習では、生きる
力の教育を教育の歴史から把握します。「道徳教育」では、
いじめ問題に対応するという視点から道徳の授業で扱う道
徳的価値を深めます。「学校における危機管理上の課題」に
関する講習では、近年課題となっている学校機密情報や個
人情報の扱いを例に危機管理の校内体制づくりについて扱
います。講習はオンデマンド（録画）で受講できます。修了試
験は郵送による筆記試験にて実施いたします。

渡邉　達生（生涯学習学部生涯学習学科特任
教授）
鈴木　啓之（生涯学習学部生涯学習学科教授）

インターネット 6時間
令和4年10月17日～
令和4年11月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 400人
令和4年6月16日～
令和4年9月15日

令04-
30283-
500282号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/
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八洲学園大学

【選択】【19】Ⅲコース：eラーニン
グ講習「寄り添う聴き方 伝わる話
し方＊傾聴による信頼関係の構
築」

前半では、「教師」「児童生徒」「保護者」の各視点から、「聴
く・話すこと」を中心としたコミュニケーションについて実践的
に考えます。後半では、聴くことを主体にしたコミュニケー
ションによる信頼関係の構築を考え、職場における多様な
人的接点・関係に活用できる傾聴の基本的態度、姿勢、技
法を取り上げます。講習はオンデマンド（録画）で受講できま
す。修了試験は郵送による筆記試験にて実施いたします。

降籏　美月（非常勤講師）
大江　知行（生涯学習学部生涯学習学科准教
授）

インターネット 6時間
令和4年10月17日～
令和4年11月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 400人
令和4年6月16日～
令和4年9月15日

令04-
30283-
500283号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/

八洲学園大学

【選択】【19】Ⅳコース：eラーニン
グ講習「学校教育に資する学校
図書館の役割＊少子化時代の
教育と高齢者の役割」

前半では、子どもの読書に関するデータや図書館を活用し
た授業事例を紹介しながら、学校図書館の役割について考
えます。後半では、戦前戦後の日本の作家や詩人、経営者
などのエピソードを取り上げながら、少子化時代の教育と高
齢者の役割について取り上げます。講習はオンデマンド（録
画）で受講できます。修了試験は郵送による筆記試験にて
実施いたします。

野口　久美子（生涯学習学部生涯学習学科教
授）
中田　雅敏（生涯学習学部生涯学習学科特任
教授）

インターネット 6時間
令和4年10月17日～
令和4年11月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 400人
令和4年6月16日～
令和4年9月15日

令04-
30283-
500284号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/

八洲学園大学

【選択】【19】Ⅴコース：eラーニン
グ講習「自己確立の方法＊多文
化共生－カルチャーショックと適
応」

前半は、子どもが自己確立するにあたって必要な力とは何
か、その具体的内容について考察します。後半は多文化的
背景をもつ児童・生徒と、それを迎え入れる児童・生徒たち
の適応を援助するための、教師の連携・協働の大切さにつ
いて考えていきます。講習はオンデマンド（録画）で受講でき
ます。修了試験は郵送による筆記試験にて実施いたしま
す。

恵　仁（生涯学習学部生涯学習学科教授）
竹田　葉留美（生涯学習学部生涯学習学科准
教授）

インターネット 6時間
令和4年10月17日～
令和4年11月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 400人
令和4年6月16日～
令和4年9月15日

令04-
30283-
500285号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/

仁愛大学
【選択】【1,２,３,4】教育現場の質を
より高めるために（主として幼稚
園教諭対象)

教育現場の質を高めるために、「教職についての省察」「子
どもの変化についての理解」「教育政策の動向についての
理解」「幼児の発達と支援」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がねらいである。 なお、本講習
は、主として幼稚園教諭を対象とした内容になっている。

石川　昭義（人間生活学部子ども教育学科教
授）
森　俊之（人間学部心理学科教授）
鈴木　智子（人間生活学部子ども教育学科准教
授）
高野　秀晴（人間生活学部子ども教育学科准教
授）

福井県越前市 6時間 令和4年8月17日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500289号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

仁愛大学
【選択】【19】食育を支える科学的
根拠と実践のための理論と方法

本講習は、食育を実施する小学校および中学校教諭、栄養
教諭、幼稚園教諭向けの講習である。幼小中学校における
食育を実施するうえで必要となる理論と実践例について具
体例をもとに紹介する。また、食生活の乱れや肥満・痩身傾
向などの問題を背景に食育を支える科学的根拠について最
新情報を交えて解説する。

山本　浩範（人間生活学部健康栄養学科教授）
細田　耕平（人間生活学部健康栄養学科講師）

福井県越前市 6時間 令和4年8月17日
教諭

栄養教
諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、栄養教

諭

6,000円 40人
令和4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500290号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

仁愛大学
【選択】【16】英語授業の基本を振
り返る

英語授業の改善のために考慮すべき指導の基本的なポイ
ントを振り返る。新学習指導要領が求めているコミュニケー
ションを図る資質・能力の3本柱のそれぞれに関わる目標を
踏まえつつ、発問、インタラクション、言語活動等の授業に
おける指導のポイントについて、理論と実践の両面から演
習を交えながら学習する。

紺渡　弘幸（人間学部コミュニケーション学科教
授）

福井県越前市 6時間 令和4年8月18日 教諭

中学校教諭、高
等学校教諭　(主
として英語科教諭

向け)

6,000円 40人
令和4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500291号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

仁愛大学
【選択】【19】幼小連携教育におけ
る造形表現の基礎

幼児期から児童期へとつながる子どもの発達段階を踏まえ
た造形表現・図画工作の活動について知識や技能を実践
的に体得する。表現活動は、感性教育であることから五感を
通した感じ取る力や視覚・触覚による表現する力を高める。

伊東　知之（人間生活学部子ども教育学科教
授）

福井県越前市 6時間 令和4年8月18日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 30人

令和4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500292号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

仁愛大学
【選択】【19】音楽の世界－理論と
歴史から－

幼稚園から中学校まで、必ず音楽の活動や音楽の授業が
あり、高等学校でも選択科目として音楽が含まれている。そ
れは、音楽が子どもの教育になくてはならないものとされて
いるからである。本講習では、さまざまな音楽を基礎的な音
楽理論や歴史的背景を交えながら考察することで、幼稚園
や小学校における子どもたちの音楽活動がより豊かなもの
となる事をめざす。また、歌唱曲などの題材を用いて、伴奏
や編曲についても触れていく。

中野　研也（人間生活学部子ども教育学科教
授）

福井県越前市 6時間 令和4年8月19日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 40人

令和4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500293号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/
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仁愛大学
【選択】【14】学校・家庭・地域の
連携・協働を考える

子どもの育ちを支えるために、学校・家庭・地域が連携・協
働するとはどういうことなのか、なぜ互いに連携・協働してい
く必要性があるのか、どのような意義があるのか等について
改めて確認する。それらを踏まえ、連携・協働を円滑に進め
るための留意点や体制づくりへの理解を深める。

青井　夕貴（人間生活学部子ども教育学科准教
授）

福井県越前市 6時間 令和4年8月19日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 40人

令和4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500294号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

仁愛大学
【選択】【19】里地里山の自然環
境で生物を観察し、生き物と触れ
合うことの意義を考える

越前市エコビレッジ交流センターを主会場とし，里地里山の
雑木林，休耕田，川等で生き物と触れ合い，観察をする．ま
た，オリジナル図鑑等の教材を作成する．生き物を採集し，
観察することを通して，生き物と触れ合うことの意義につい
て説明できることを目標とする。

西出　和彦（人間生活学部子ども教育学科教
授）

福井県越前市 6時間 令和4年8月22日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 20人

令和4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500295号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

仁愛大学
【選択】【19】算数・数学を活用し
たマジックや暗号等で遊ぼう！

近年の教育改革では、「内容」から「資質・能力」を軸とした
授業改善が重要な課題になっている。その方向性は、生徒
の知識の定着（個別の知識・技能）と活用（思考力・判断力・
表現力等）を促す方向と、生徒の興味を喚起し、学ぶ意欲を
かき立てる方向（人間性や学びに向かう力等）である。本講
習では、小学校や中学校の内容とも関連させながら数学を
活用した高校数学の具体的実践事例を紹介し、これからの
数学教育について考える。

伊禮　三之（人間生活学部子ども教育学科教
授）

福井県越前市 6時間 令和4年8月22日 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4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500296号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

仁愛大学
【選択】【19】倉橋惣三の保育論・
保育者論から現代の保育を読み
解く

本講習は、倉橋惣三の保育論・保育者論をレビューすること
を通して、今日のわが国の保育観及び保育論について考え
るとともに、これからの保育のあり方を展望することを目的と
します。特に、平成元年の幼稚園教育要領の改訂に見る倉
橋の保育観の影響を考察しつつ、今日に至る保育観の変遷
を概観し、平成29年改訂の幼稚園教育要領の意義及び現
代社会における幼児教育のあり方について議論します。

石川　昭義（人間生活学部子ども教育学科教
授）

福井県越前市 6時間 令和4年8月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
令和4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500297号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

仁愛大学 【選択】【19】折り紙と算数・数学

フレーベルは、折り紙を通して幾何学的認識を育み、子ども
の創造的活動の欲求を促す意図から、幼児教育に折り紙を
導入した。実際、折り紙には、２次元の折り図から３次元の
形に置き換える力や想像力・創造力が育まれると考えられ
ている。本講習では、正方形だけでなく色々な形で鶴を折っ
たり、1枚（複数）の紙から正多面体を作成することを通し
て、その背後にある数学的な性質を調べながら折り紙の教
育的価値について考えていく。

伊禮　三之（人間生活学部子ども教育学科教
授）

福井県越前市 6時間 令和4年8月24日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学

校教諭

6,000円 40人
令和4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500298号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

仁愛大学
【選択】【19】スクールカウンセ
ラー活用事例検討会

学校にスクールカウンセラー（SC)が配置されて25年になり
ます。近年、心理職の国家資格化やチーム学校の動きの中
で、スクールカウンセリングの在り方は徐々に変化していま
す。当講習では受講者を４～6名のグループに分け、現場の
SCのゲストスピーチを受けて、教師がSCを上手に活用する
方法を討論します。また、SCの専門性を理解することで、教
師とSCが連携を深め、児童生徒のこころの健康に寄与する
ことを狙います。

稲木　康一郎（人間学部心理学科教授） 福井県越前市 6時間 令和4年8月25日
教諭

養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、養護

教諭

6,000円 24人
令和4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500299号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

仁愛大学
【選択】【19】江戸時代の教育に学
ぶ

本講習では、近年の研究状況を踏まえ、様々な角度から江
戸時代の教育のあり方を概観していく。はっきり書いてしまう
が、江戸時代の教育について学んだところで、それが日々
の教育実践に直接役立つことは、特にない。けれども、江戸
時代の教育について考えることは、現代の教育の特異性を
浮き彫りにすることにつながる。現代において教育に何が求
められているのかを歴史的観点から考察し、教職の役割と
意義を省察する機会としたい。

高野　秀晴（人間生活学部子ども教育学科准教
授）

福井県越前市 6時間 令和4年8月27日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高等学

校教諭

6,000円 40人
令和4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500300号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

9 / 38 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

仁愛大学
【選択】【19】表計算ソフトの活用
による校務の効率化

幼稚園や小学校の様々な校務を効率化するためには、ICT
の利用が欠かせない。特に表計算ソフトを活用する基本的
な計算や可視化はもとより、大量のデータを対象とした検
索・抽出、分類・集計などは、必要不可欠である。講習を通
してこれらの技術を習得し、業務の改善につなげる。
本講習は、1人1台ずつパソコンを利用して演習形式で行う。

篭谷　隆弘（人間生活学部子ども教育学科教
授）

福井県越前市 6時間 令和4年8月31日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
6,000円 30人

令和4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500301号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

仁愛大学
【選択】【19】“気がかりな子ども”
を心理学的に考える

学校現場において、“気がかりな子ども”への対応には様々
な工夫がなされている。これまでの教育的アプローチに、臨
床心理学的な視点も加え、より複合的な視点から捉えること
は、より適切な対応を考えるうえでも大切である。本講習で
は、いくつかの臨床心理学的アプローチの基礎を講義と演
習を通して理解し、自身の関わっている“気がかりな子ども”
について複眼的な考察ができるようになることをめざす。
※オンデマンド型で実施

森　俊之（人間学部心理学科教授） インターネット 6時間
令和4年8月26日～
令和4年8月30日

教諭
養護教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、養護

教諭
6,000円 100人

令和4年4月1日～
令和4年5月13日

令04-
30312-
500302号

0778-27-2010
https://www.jindai.ac.jp
/

大谷大学
【選択】【19】造形素材へのアプ
ローチ

私たちの身の周りの多様な場所に多様な形で存在する素材
は、子どもにとって魅力に満ちたものです。子どもの造形活
動は、このような素材に触れ、身体の感覚を通してそれらを
認識し、様々な働きかけをしていくことによって展開されま
す。そのため、子どもの造形活動を支える保育者は、素材
に対する知識や表現技能を体験的に身につけておくことが
大切です。この講習では素材の特徴を活かした制作を通し
てそのおもしろさを感じ取り、子どもの造形表現への理解を
深め保育実践への活用について考えます。

太田　智子（文学部教授） 京都府京都市 6時間 令和4年6月18日 教諭 幼稚園教諭 5,000円 50人
令和4年3月16日～
令和4年5月20日

令04-
30395-
500198号

075-411-8476
(内線： 4418)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】【3】子どもの発達と特別な
配慮・支援について

小学校学習指導要領には、障がいのある児童の指導につ
いて、「個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指
導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする」と示さ
れています。本講座では、特別な配慮・支援が必要な子ども
への対応について、①乳幼児の定型発達の流れ、②児童
等の発達上の特性や障がい、③小学校等で行う配慮・支援
の方法について、理解を深める講義と簡単な演習を行いま
す。

井上　和久（教育学部准教授） 京都府京都市 6時間 令和4年6月19日
教諭

養護教
諭

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

5,000円 80人
令和4年3月16日～
令和4年5月20日

令04-
30395-
500199号

075-411-8476
(内線： 4418)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学
【選択】【19】プロジェクト保育の理
論と方法

幼児期の子どもたちの興味・関心を中心として展開するプロ
ジェクト保育。いきいきとした「遊び」として探究活動を展開す
るために、仮想の世界やストーリーという要素が有効なので
はないだろうか。プロジェクト保育を仮想の世界と科学的思
考が融合した場として捉え、豊かに展開する方法論につい
て考える。

冨岡　量秀（教育学部教授）
西村　美紀（教育学部准教授）
小川　晴美（非常勤講師）

京都府京都市 6時間 令和4年7月16日 教諭 幼稚園教諭 5,000円 50人
令和4年3月16日～
令和4年6月17日

令04-
30395-
500200号

075-411-8476
(内線： 4418)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html

大谷大学 【選択】【3】知的障がい者の支援

インクルーシブ教育システム構築のため、すべての教員は、
特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していること
が求められる。本講習では特に知的障がい者の社会的自
立を目指しての就労支援や発達障がいのある児童生徒へ
の教育的支援について取り上げ、その具体的な方法・実践
例を踏まえながら講義する。

安田　誠人（教育学部教授） 京都府京都市 6時間 令和4年7月17日
教諭

養護教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教

諭

5,000円 80人
令和4年3月16日～
令和4年6月17日

令04-
30395-
500201号

075-411-8476
(内線： 4418)

http://www.otani.ac.jp/
t_cerificate/index.html
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免許状更新講習一覧

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

京都文教大学
【選択】【4､14】家族システムから
子どもの課題と家族支援を考え
る

子どもは家族とともに成長します。そして、子どもの問題や
課題は、子どもが属する家族システムの「一つのあらわれ」
であることが少なくありません。教師が子どもに関する様々
な問題事象に取り組むには、家族の問題を避けて通ること
が出来ません。この講座では、家族を「システム論」の立場
からとらえ、子どもの課題が示す意味やその対応について、
また、そのために必要な家族理解と家族支援について考え
ます。実施形態：「オンデマンド型」

柴田　長生（こども教育学部 こども教育学科教
授）

インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭
養護教

諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭、養護教

諭

6,000円 60人
令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500316号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】【3】脳の発達過程から理
解する　子どもの高次脳機能障
害

子どもの高次脳機能障害の基本的な考え方、原因、特徴に
ついて学び、脳の発達過程から理解する。子どもでもできる
神経心理学的検査について学び、実際に注意機能検査を
体験し、注意機能のはたらきについて考える機会をもつ。さ
まざまな事例から学校現場でどのような対応が可能かにつ
いて考える。実施形態：「オンデマンド型」

中島　恵子（臨床心理学部臨床心理学科教授） インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園、小学校、
中学校教諭、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 60人
令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500317号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】【19】リスク教育の視点か
ら食育を捉える

子どもたちが健康に関する正しい知識と望ましい生活習慣
を身につける上で、学校における健康教育の重要性が高
まっている。本講座では、食育の方法論としてリスク教育の
考え方を取り入れ、食事・栄養のとり方と食品がもつ危害因
子（ハザード）の二つの視点から健康リスクマネジメント力を
身に付ける方法を考える。実施形態：「オンデマンド型」

田中　惠子（京都文教短期大学　食物栄養学科
教授）
望月　美也子（京都文教短期大学　食物栄養学
科准教授）

インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6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、養護教
諭、栄養教諭

6,000円 60人
令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500318号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学 【選択】【19】ジェンダーを考える

ジェンダー学がどのようにはじまったかを、アメリカの社会学
者ゴッフマンの有名な『広告の中のジェンダー表現』を紹介
しながら、考え、その後の女性学、男性学でなにが問題とさ
れたか、性がいくつの次元から構成されているかを理解す
る。LGBTQ+という言葉が広まり、多様性を認めようという主
張がなされるように日本でもなってきたが、性的多数派はそ
れほど揺るぎない存在なのかも最後に考え、ジェンダーを意
識した教育活動を考えることができることを目指す。実施形
態：「オンデマンド型」

遠藤　央（総合社会学部 総合社会学科教授） インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭
幼稚園、小学校、
中学校、高等学

校教諭
6,000円 60人

令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500319号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】【17】多文化共生社会と教
育

グローバル化が進展し外国人労働者が増加する中で、園や
学校では外国籍の幼児・児童・生徒への対応が求められて
いる。文化的差異を認め合い対等な関係を築きながら、地
域社会で共に生きる多文化共生の地域づくりを推進するた
めには、学校教育における理念の理解が必須である。本科
目では、多文化共生を専門とする3人の教員がオムニバス
方式で講義し、学校教育、就学前教育、地域社会という３つ
の視点から多文化共生の在り方を考えていく。実施形態：
「オンデマンド型」

杉本　星子（総合社会学部総合社会学科教授）
澤　達大（総合社会学部総合社会学科准教授）
平野　知見（こども教育学部こども教育学科准
教授）
山本　晃輔（関西国際大学　社会学部社会学科
講師）

インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、特別支援学

校

6,000円 60人
令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500320号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】【1,2,3,4】教育の今日的状
況（初等教育）

「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つの領域に関する教育課題につ
いて、昨今の状況や動向をもとに、学校教育全体からの視
点と初等教育（幼稚園・小学校）の現場に絞った専門的視点
から読み解く。主な受講対象者は、幼稚園及び小学校教
諭、養護教諭、栄養教諭とする。【オンデマンド型】

中島　千惠（こども教育学部こども教育学科教
授）
張　貞京（京都文教短期大学　幼児教育学科准
教授）
寺田　博幸（元京都文教大学こども教育学部こ
ども教育学科教授）

インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、養護
教諭、栄養教諭

6,000円 60人
令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500321号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

京都文教大学
【選択】【1,2,3,4】教育の今日的状
況（中等教育）

「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つの領域に関する教育課題につ
いて、昨今の状況や動向をもとに、学校教育全体からの視
点と中等教育（中学校・高等学校）の現場に絞った専門的視
点から読み解く。主な受講対象者は、中学校及び高等学校
教諭、養護教諭、栄養教諭とする。【オンデマンド型】

南本　長穂（こども教育学部こども教育学科教
授）
大西　巧（臨床心理学部臨床心理学科教授）
松田　美枝（臨床心理学部臨床心理学科准教
授）

インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校教諭、高
等学校教諭、養
護教諭、栄養教

諭

6,000円 60人
令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500322号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】【12】生徒指導・教育相談
に生かす新しい児童生徒の理解

教育相談的な関わりの中で生まれた新しい児童生徒の理
解について、教育現場に即した形で示すとともに、児童生徒
に対して働きかける方法について考えを深めていきます。不
登校・発達障害・いじめ・保護者への関わりなどを取り上げ
ます。実施形態：「オンデマンド型」

香川　克（臨床心理学部臨床心理学科教授） インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校、中学校、
高等学校

6,000円 60人
令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500323号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学 【選択】【19】現代観光論

今日学校教育において他者とどのようにコミニケーションを
取り「協働」していくかと言う観点が非常に重要である。観光
は他者との出会いの場として、これらを学ぶ場としては最適
である。しかし観光は近年情報インフラの発展に伴って極め
て加速度的に変化しており、旅行者の観光に対する価値観
も大きく変化している。これらを理解するために現代観光の
最前線であるロゲイニングやものがたり探訪、アニメ聖地巡
礼等を取り上げ、今日における旅行者の実情を理解する。
これらの事例における旅行者と地域の関係を理解すること
は、まさに今日学校教育において重要視される「協働」を深
く理解するために大きく貢献できると考える。【オンデマンド
型】

片山　明久（総合社会学部総合社会学科准教
授）

インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 60人
令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500324号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】【19】教師と子どものため
のメンタルヘルス

小・中・高校時代は、様々な対人関係を通して社会性を身に
つけながら、一方で「自分らしさ」という個性を形成していく心
理的課題に満ちた時期です。この時期には、身体的・社会
的にも大きな変化をともない、精神的不調が起こりやすくも
あります。本講習では、この時期に子ども達が直面する様々
な心理的課題や精神的不調、孤食や不規則な食生活に纏
わる課題、摂食障害など精神・身体面での問題、そして子ど
も達を育み守る教師自身のメンタルヘルスについて、その
理解と具体的対応・援助を学びます。実施形態：「オンデマ
ンド型」

松田　真理子（臨床心理学部臨床心理学科教
授）
平尾　和之（臨床心理学部臨床心理学科教授）

インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校・中学校・
高等学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭

6,000円 60人
令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500325号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】【19】込められた物語から
読み解く思春期の心～どうして子
どもはマンガが好きなのか～

マンガというものがどのように生まれてくると考えられるのか
について講義を行う。具体的には人間が持つ心の機能や構
造について概説し、その中でもイメージの生成機能と物語の
意義について説明を行う。その上で、マンガ「NARUTO」につ
いて「内的異形性」という観点から、マンガ「鋼の錬金術師」
「ヒカルの碁」については「異能性」と「この世に降り立つこ
と」という観点から思春期の心性について講義を行う。その
他にも随時マンガを紹介しながら講義を行う。実施形態：「オ
ンデマンド型」

倉西　宏（臨床心理学部臨床心理学科准教授） インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭
養護教

諭

小学校教諭・中
学校教諭・高校
教諭・特別支援
学校教諭・養護

教諭

6,000円 60人
令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500326号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】【14､19】京都・宇治発　地
域協働の総合的な学習

地域と連携した地域協働型学習について、宇治市内の小学
校、中学校で実践されている「宇治学」の事例をもとに、小
学校、中学校の総合的な学習の時間や高等学校の総合的
な探究の時間で実践できる教材化の視点や学習方法、評
価方法などについて解説します。実施形態：「オンデマンド
型」

橋本　祥夫（こども教育学部こども教育学科准
教授）

インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭
小学校、中学校、

高等学校教諭
6,000円 60人

令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500327号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/
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京都文教大学
【選択】【11】授業と学級経営の相
乗効果で子どもの可能性を伸ば
す

よい学級は、子どもが生き生きと過ごし、自分の可能性を伸
ばしているという実感をもっています。そのような学級を創り
出すための、授業や学級マネジメントの方法を紹介します。
現場から生じる様々な問題、教師の悩み等を踏まえながら、
理論だけでなく現場ですぐに役立てられる実学を修得するこ
とを目的としています。学級経営と授業を関連させていくこと
で、相乗効果が得られることを、実例をもとに解説します。実
施形態：「オンデマンド型」

大前　暁政（こども教育学部 こども教育学科准
教授）

インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭 小学校教諭 6,000円 60人
令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500328号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】【19】スポーツ指導（運動
部活動）をスポーツサイエンスか
らアプローチする

昨今、スポーツは科学的に分析され、様々なことが客観視
できるようになり、パフォーマンス向上には、科学を取り入れ
ることが求められるようになった。本講習は”スポーツはサイ
エンスでもある。”をモットーに、スポーツサイエンスの要素
である”パフォーマンス構造論”、”パフォーマンスに関わる
エネルギー供給システム”、”スポーツ栄養学”からスポーツ
を追究し、パフォーマンス向上についての方法を考察、実践
する。実施形態：「オンデマンド型」

山下　篤央（京都文教短期大学　ライフデザイン
学科准教授）
久米　雅（京都文教短期大学　食物栄養学科准
教授）
岩田　美智子（京都文教短期大学　ライフデザ
イン学科講師）

インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校・高等学
校教諭・養護教
諭・栄養教諭

6,000円 60人
令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500329号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都文教大学
【選択】【18】スマホの使い方を考
える

本講座では、子どもとインターネットをめぐる状況への理解
を深め、対応策の検討を目的とします。YouTube やtwitter
などのネットサービスの隆盛により、子どもたちの情報環境
は大人と同じものになりつつあります。しかし、同時に「人が
100人いれば、少なくとも3人は将来ネット関連のトラブルで
人生をふいにする」と言われる状況も存在します。ネットの
仕組みや多様な楽しみ方、トラブルの発生する仕組みにつ
いて学んでいきましょう。実施形態：「オンデマンド型」

山崎　晶（総合社会学部総合社会学科准教授） インターネット 6時間
令和4年4月28日～
令和5年1月6日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校、中学校、
高等学校、特別

支援学校
6,000円 60人

令和4年4月1日～
令和4年10月15日

令04-
30410-
500330号

0774-25-2630
http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

佛教大学
【選択】【6,19】指導力をみがく「学
習指導要領に基づく授業づくり」

学習指導要領に基づき、「主体的・対話的で深い学び」を促
進する授業構成と学習指導案の作成について学ぶ。「総論」
として基本的な授業づくりの方法を解説し、「各論」として教
科について改訂のポイントを確認するとともに、具体的な授
業事例を示しながら講習を行う。本講習は、オンデマンド型
配信となります。

小林　隆（教育学部教授）
高見　仁志（教育学部教授）
青砥　弘幸（教育学部准教授）
二澤　善紀（教育学部准教授）
平田　豊誠（教育学部准教授）

インターネット 7時間
令和4年4月16日～
令和4年6月30日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校教
諭（全教科）、特
別支援学校教諭

6,000円 100人
令和4年3月19日～
令和4年6月15日

令04-
30416-
500307号

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

佛教大学
【選択】【3,12】指導力をみがく「教
育現場で生かせる心理臨床の視
点」

教育とは異なる心理臨床の視点を持つことによって教育現
場は活性化する。具体的に、支援が必要な児童生徒、保護
者に対してどのように関わることができるのか、その時のポ
イントは何かを中心に講習を行う。本講習は、オンデマンド
型配信となります。

牧　剛史（教育学部准教授） インターネット 7時間
令和4年4月16日～
令和4年6月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校教
諭（全教科）、特
別支援学校教

諭、養護教諭、栄
養教諭

6,000円 100人
令和4年3月19日～
令和4年6月15日

令04-
30416-
500308号

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

佛教大学
【選択】【2,3,4,5,12,14】指導力をみ
がく「みんなを排除しない学級づ
くり」

子どもと関わる際、目の前にいる子どもだけを見るのではな
く、子どもの背景（家族、地域等）を見ることは、子どもを理
解する上で重要な視点である。また、子どもの行動の意味を
理解することも重要となってくる。「子ども理解・人間理解」
「教育相談の現状と課題」「居場所作り」をキーワードに講習
を行う。本講習は、オンデマンド型配信となります。

渡邉　照美（教育学部准教授） インターネット 7時間
令和4年4月16日～
令和4年6月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校教
諭（全教科）、特
別支援学校教

諭、養護教諭、栄
養教諭

6,000円 100人
令和4年3月19日～
令和4年6月15日

令04-
30416-
500309号

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

佛教大学
【選択】【2,4,6,11】指導力をみがく
「子どもの主体性を大切にする保
育」

『幼稚園教育要領』の改訂、家庭・社会の変化等子どもを取
り巻く環境は大きく変わってきている。「カリキュラム・マネジ
メント」「幼小連携」などのキーワードを基に、子どもの育ち
の変化に対応できる幼稚園教諭に求められる資質・能力に
ついて受講者とともに考える。本講習は、オンデマンド型配
信となります。

柏　まり（教育学部教授） インターネット 7時間
令和4年4月16日～
令和4年6月30日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
令和4年3月19日～
令和4年6月15日

令04-
30416-
500310号

075-493-9006
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/
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佛教大学
【選択】【4,14,19】指導力をみがく
「就学前からどのようにして非認
知的能力を育むのか？」

2017年3月に幼稚園教育要領等が告示され、子どもたちの
育てたい資質能力を明らかにすることで、就学前教育から
高等学校まで一貫した教育を行うことが目指されていると言
える。とりわけ、就学前教育は2019年10月より幼児教育・保
育の無償化が始まり、ますます幼児教育の必要性が増して
いる。この背景にあるのは、主として幼児教育で育まれる
「非認知能力」がその後の子どもたちの将来を大きく左右す
ることが明らかになったことがあげられる。本講座は、現代
の幼児教育で重要性が増している非認知能力について、学
術的側面を明らかにしながら、明日の保育に応用可能な子
どもとの関わり方について考える。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4年4月16日～
令和4年6月30日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
令和4年3月19日～
令和4年6月15日

令04-
30416-
500311号

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

佛教大学
【選択】【1,2,4,5,6,8,10,11,14】指導
力をみがく「幼稚園教諭に求めら
れる今日的資質・能力」

『幼稚園教育要領』の改訂、家庭・社会の変化等子どもを取
り巻く環境は大きく変わってきている。「カリキュラム・マネジ
メント」「幼小連携」などのキーワードを基に、子どもの育ち
の変化に対応できる幼稚園教諭に求められる資質・能力に
ついて受講者とともに考える。本講習はオンデマンド型配信
となります。

佐藤　和順（教育学部教授） インターネット 7時間
令和4年4月16日～
令和4年6月30日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
令和4年3月19日～
令和4年6月15日

令04-
30416-
500312号

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

佛教大学 【選択】【1,2,3,4】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つの事項を中心に講習を行い、学
校現場で教育実践を行うために求められる教育政策や教育
問題に関する最新の知識・情報の修得を目指すとともに、特
別支援などの今日的な教育課題についての理解も深める。
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）
菅原　伸康（関西学院大学　教育学部教授）

インターネット 7時間
令和4年4月16日～
令和4年6月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校教
諭（全教科）、特
別支援学校教

諭、養護教諭、栄
養教諭

6,000円 100人
令和4年3月19日～
令和4年6月15日

令04-
30416-
500313号

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

佛教大学
【選択】【12】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4年4月16日～
令和4年6月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校教
諭（全教科）、特
別支援学校教

諭、養護教諭、栄
養教諭

6,000円 100人
令和4年3月19日～
令和4年6月15日

令04-
30416-
500314号

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

佛教大学 【選択】【5,8】学校を巡る教育問題

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4年4月16日～
令和4年6月30日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校教
諭（全教科）、特
別支援学校教

諭、養護教諭、栄
養教諭

6,000円 100人
令和4年3月19日～
令和4年6月15日

令04-
30416-
500315号

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

広島女学院大学 【選択】【1,17,19】教育の最新事情

「(1)国の教育政策や世界の教育の動向」、「（17）国際理解
及び異文化理解教育」、「（19）前各号に掲げる事項のほ
か、幼児、児童又は生徒に対する教科指導及び生徒指導
上の課題に関する事項」について、教員に求められる最新
の知識・技能の修得や今日的な教育課題等への理解を深
め、日々の教育実践に生かしてもらうことを目指し、講義を
行う。

大橋　隆広（人間生活学部准教授）
楢﨑　久美子（人間生活学部准教授）
中島　義和（人文学部准教授）
渡部　佳美（人間生活学部教授）

広島県広島市 6時間 令和4年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 6,000円 40人
令和4年3月16日～
令和4年4月15日

令04-
30534-
500286号

082-221-2633 https://www.hju.ac.jp/
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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

いわき市教育委
員会

【選択】【19】児童生徒理解講座

教職員が連携して学校教育相談に取り組む必要性を理解
し、それぞれの立場から子どもたちを見つめ、より児童生徒
理解をするために、グループエンカウンターやQ-Uテストな
どを活用した児童生徒理解と学級経営についての研修を深
め、より実践的な指導力の向上を図る。

鈴木　陽文（いわき市総合教育センター研修調
査室・指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和4年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭向け
0円 70人

令和4年4月4日～
令和4年4月13日

(備考　いわき市小・中
学校教職員対象のた

め、一般募集は行わな
い。)

令04-
50141-
500185号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】【19】いじめ防止対策講座
　いじめの概要やその実態等について確認するとともに、児
童生徒の実態及びそれに対する支援策や校内体制づくり、
関係機関との効果的な連携等について理解を深める。

矢作　啓太（いわき市総合教育センター研修調
査室・指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和4年7月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭向け
0円 70人

令和4年4月4日～
令和4年4月13日

(備考　いわき市小・中
学校学校教職員のた

め、一般募集は行わな
い。)

令04-
50141-
500186号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】【19】授業改善講座

　学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、授業における課題と改善点を分析する。また、演習等
を通して、教職員に関する専門的な資質・能力の向上を図
る。また、今日的教育課題を考察することで、今後の授業へ
の改善策を見いだすことができるようにする。

山上　ひとみ（いわき市総合教育センター研修
調査室・指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和4年7月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭向け
0円 70人

令和4年4月4日～
令和4年4月13日

(備考　いわき市小・中
学校学校教職員対象
のため、一般募集は行

わない。)

令04-
50141-
500187号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】【19】学校組織マネジメント
講座

　学校教育の中心的な役割を担うすべての教職員に対し
て、組織マネジメントのエッセンスを提供することにより、新し
い学校づくりに貢献する職能を開発することをねらいとして
います。また、学校経営への協働参画の重要性を理解する
とともに、自律的な職能開発の手法を習得することにより、
充実した教育活動の展開に資することを目的としています。

鈴木　陽文（いわき市総合教育センター研修調
査室・指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和4年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小・中学校教諭、
養護教諭、栄養

教諭向け
0円 70人

令和4年4月4日～
令和4年4月13日

(備考　いわき市小・中
学校教職員対象のた

め、一般募集は行わな
い。)

令04-
50141-
500188号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】【19】授業力向上講座　中
学校英語

　学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、中学校英語科教育の課題と改善点を分析する。また、
演習等を通して、中学校英語科に関する専門的な資質・能
力の向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、
今後の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

磯上　優美（いわき市総合教育センター研修調
査室・指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和4年8月19日 教諭
中学校英語教諭

向け
0円 20人

令和4年4月4日～
令和4年4月13日

(備考　いわき市中学校
英語科教諭対象のた

め、一般募集は行わな
い。)

令04-
50141-
500189号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】【19】授業力向上講座　中
学校理科

　学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、中学校理科教育の課題と改善点を分析する。また、演
習等を通して、中学校理科に関する専門的な資質・能力の
向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、今後
の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

鈴木　陽文（いわき市総合教育センター研修調
査室・指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和4年7月29日 教諭
中学校理科教諭

向け
0円 20人

令和4年4月4日～
令和4年4月13日

(備考　いわき市中学校
理科教諭対象のため、
一般募集は行わない。)

令04-
50141-
500190号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】【19】授業力向上講座　中
学校社会

　学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、中学校社会科教育の課題と改善点を分析する。また、
演習等を通して、中学校社会科に関する専門的な資質・能
力の向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、
今後の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

橋本　雄一（いわき市総合教育センター研修調
査室・指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和4年8月23日 教諭
中学校社会科教

諭向け
0円 20人

令和4年4月4日～
令和4年4月13日

(備考　いわき市中学校
社会科教諭対象のた

め、一般募集は行わな
い。)

令04-
50141-
500191号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】【19】授業力向上講座　中
学校数学

　学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、中学校数学科教育の課題と改善点を分析する。また、
演習等を通して、中学校数学科に関する専門的な資質・能
力の向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、
今後の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

吉川　功一（いわき市総合教育センター研修調
査室・指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和4年7月27日 教諭
中学校数学教諭

向け
0円 20人

令和4年4月4日～
令和4年4月13日

(備考　いわき市中学校
数学科教諭対象のた

め、一般募集は行わな
い。)

令04-
50141-
500192号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】【19】授業力向上講座　中
学校国語

　学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、中学校国語科教育の課題と改善点を分析する。また、
言語活動の充実を図るための授業づくりについて協議し、
具体的に「主体的・対話的で深い学び」を位置づけた指導計
画の作成や授業について演習を通して研修を深め、より一
層の指導力の向上を図る。

山上　ひとみ（いわき市総合教育センター研修
調査室・指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和4年8月18日 教諭
中学校国語科教

諭向け
0円 20人

令和4年4月4日～
令和4年4月13日

(備考　いわき市中学校
国語科教諭対象のた

め、一般募集は行わな
い。)

令04-
50141-
500193号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P
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免許状更新講習一覧

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

いわき市教育委
員会

【選択】【19】授業力向上講座　小
学校理科

　学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、小学校理科教育の課題と改善点を分析する。また、演
習等を通して、小学校理科に関する専門的な資質・能力の
向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、今後
の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

鈴木　陽文（いわき市総合教育センター研修調
査室・指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和4年8月18日 教諭 小学校教諭向け 0円 40人

令和4年4月4日～
令和4年4月13日

(備考　いわき市小学校
教諭対象のため、一般

募集は行わない。)

令04-
50141-
500194号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】【19】授業力向上講座　小
学校社会

　学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、小学校社会科教育の課題と改善点を分析する。また、
演習等を通して、小学校社会科に関する専門的な資質・能
力の向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、
今後の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

橋本　雄一（いわき市総合教育センター・研修調
査室指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和4年7月27日 教諭 小学校教諭向け 0円 40人

令和4年4月4日～
令和4年4月13日

(備考　いわき市小学校
教諭対象のため、一般

募集は行わない。)

令04-
50141-
500195号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】【19】授業力向上講座　小
学校算数

　学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、小学校算数科教育の課題と改善点を分析する。また、
演習等を通して、小学校算数科に関する専門的な資質・能
力の向上を図る。また、今日的教育課題を考察することで、
今後の授業への改善策を見いだすことができるようにする。

吉川　功一（いわき市総合教育センター研修調
査室・指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和4年8月3日 教諭 小学校教諭向け 0円 40人

令和4年4月4日～
令和4年4月13日

(備考　いわき市小学校
教諭対象のため、一般

募集は行わない。)

令04-
50141-
500196号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

いわき市教育委
員会

【選択】【19】授業力向上講座　小
学校国語

　学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、小学校国語科教育の課題と改善点を分析する。また、
言語活動の充実を図るための授業づくりについて協議し、
具体的に「主体的・対話的で深い学び」を位置づけた指導計
画の作成や授業について演習を通して研修を深め、より一
層の指導力の向上を図る。

山上　ひとみ（いわき市総合教育センター研修
調査室・指導主事）

福島県いわき
市

6時間 令和4年7月29日 教諭 小学校教諭向け 0円 40人

令和4年4月4日～
令和4年4月13日

(備考　いわき市小学校
教諭対象のため、一般

募集は行わない。)

令04-
50141-
500197号

0246-22-3705

https://iwaki.fcs.ed.jp/
%E7%B7%8F%E5%90%88%
E6%95%99%E8%82%B2%E
3%82%BB%E3%83%B3%E
3%82%BF%E3%83%BCTO
P

茨城県教育委員
会

【選択】【19】生徒指導

　中堅教諭等〔前期〕資質向上研修の講座該当者のうち免
許状更新講習受講対象者に対して、広い視野から生徒指
導の今日的な課題について認識を深め、生徒指導の実践
的指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して、
小学校教員が生徒指導を推進していく上で必要な、問題行
動・不登校等への対応方法や、集団づくりの実践方法を学
ぶ。

長洲　かおり（茨城県教育研修センター　指導
主事）
渡邉　宏幸（茨城県教育研修センター　指導主
事）
谷田部　孝子（茨城県教育研修センター　主査）

茨城県笠間市 6時間 令和4年5月17日 教諭

中堅教諭等[前
期]資質向上研修
を受講する小学

校教諭

0円 20人

令和4年3月16日～
令和4年4月15日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない)

令04-
50150-
500266号

029-301-5274

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】【19】生徒指導

　中堅教諭等〔前期〕資質向上研修の講座該当者のうち免
許状更新講習受講対象者に対して、広い視野から生徒指
導の今日的な課題について認識を深め、生徒指導の実践
的指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して、
中学校教員が生徒指導を推進していく上で必要な、問題行
動・不登校等への対応方法や、集団づくりの実践方法を学
ぶ。

長洲　かおり（茨城県教育研修センター　指導
主事）
渡邉　宏幸（茨城県教育研修センター　指導主
事）
大沢　靖司（茨城県教育研修センター　主査）

茨城県笠間市 6時間 令和4年5月13日 教諭

中堅教諭等[前
期]資質向上研修
を受講する中学

校教諭

0円 20人

令和4年3月16日～
令和4年4月15日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない)

令04-
50150-
500267号

029-301-5274

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】【19】生徒指導

　中堅教諭等〔前期〕資質向上研修の講座該当者のうち免
許状更新講習受講対象者に対して、広い視野から生徒指
導の今日的な課題について認識を深め、生徒指導の実践
的指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して、
高等学校教員が生徒指導を推進していく上で必要な、問題
行動・不登校等への対応方法や、集団づくりの実践方法を
学ぶ。

菅原　薫（茨城県教育研修センター　指導主事）
田中　淳子（茨城県教育研修センター　指導主
事）
兼巻　照美（茨城県教育研修センター　指導主
事）

茨城県笠間市 6時間 令和4年5月16日 教諭

中堅教諭等[前
期]資質向上研修
を受講する高等

学校教諭

0円 15人

令和4年3月16日～
令和4年4月15日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない)

令04-
50150-
500268号

029-301-5274

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】【19】授業改善

　中堅教諭等〔前期〕資質向上研修の講座該当者のうち免
許状更新講習受講対象者に対して、学習指導要領に基づ
いた特別支援学校における授業づくりについての研修を行
い、授業改善を図ることをねらいとする。講義や演習などを
通して、特別支援学校教員が授業力の向上を目指し、主体
的・対話的で深い学びの実現に向けた授業の実際について
学ぶ。

兼巻　照美（茨城県教育研修センター　指導主
事）

茨城県笠間市 6時間 令和4年6月23日 教諭

中堅教諭等[前
期]資質向上研修
を受講する特別
支援学校教諭

0円 5人

令和4年3月16日～
令和4年4月15日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない)

令04-
50150-
500269号

029-301-5274

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

茨城県教育委員
会

【選択】【19】養護教諭における生
徒指導

　中堅養護教諭〔前期〕資質向上研修の講座該当者のうち
免許状更新講習受講対象者に対して、生徒指導上の今日
的な課題に関する研修を行い、実践的指導力の向上を図る
ことをねらいとする。講義や演習を通して、養護教諭の職務
の特質や保健室の機能を生かした心理的援助の方法など
を学ぶ。
　なお、本講習は、インターネット方式（同時双方向型）によ
り実施する。

和賀　徳恵（茨城県教育研修センター　主査） インターネット 6時間 令和4年9月13日
養護教

諭

中堅教諭等[前
期]資質向上研修
を受講する養護

教諭

0円 5人

令和4年3月16日～
令和4年4月15日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない)

令04-
50150-
500270号

029-301-5274

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】【19】栄養教諭における生
徒指導

　中堅栄養教諭〔前期〕資質向上研修の講座該当者のうち
免許状更新講習受講対象者に対して、生徒指導上の今日
的な課題に関する研修を行い、実践的指導力の向上を図る
ことをねらいとする。講義や演習、研究協議を通して、栄養
教諭が食育を推進していく上で必要な教育相談の視点を踏
まえた、児童生徒の特性に応じた個別の対応と支援の実際
などを学ぶ。
　なお、本講習は、インターネット方式（同時双方向型）によ
り実施する。

中村　美智子（茨城県教育研修センター　指導
主事）
木谷　晋平（茨城県教育研修センター　指導主
事）

インターネット 6時間 令和4年6月7日
栄養教

諭

中堅教諭等[前
期]資質向上研修
を受講する栄養

教諭

0円 5人

令和4年3月16日～
令和4年4月15日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない)

令04-
50150-
500271号

029-301-5274

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】【19】生徒指導

　中堅教諭等〔後期〕資質向上研修の講座該当者のうち免
許状更新講習受講対象者に対して、広い視野から生徒指
導の今日的な課題について認識を深め、生徒指導の実践
的指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して、
小学校教諭、養護教諭並びに栄養教諭が生徒指導を推進
していく上で必要な法規等への理解を深め、講義と演習を
通して、児童生徒・保護者とのよりよい関わりや連携の在り
方ついての理解を深める。

青山　晴美（茨城県教育研修センター　主査）
大髙　美子（茨城県教育研修センター　主査）
仁平　伸一（茨城県教育研修センター　主査）

茨城県笠間市 6時間 令和4年9月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中堅教諭等[後
期]資質向上研修
を受講する小学
校教諭、養護教
諭、栄養教諭

0円 25人

令和4年3月16日～
令和4年4月15日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない)

令04-
50150-
500272号

029-301-5274

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】【19】生徒指導

　中堅教諭等〔後期〕資質向上研修の講座該当者のうち免
許状更新講習受講対象者に対して、広い視野から生徒指
導の今日的な課題について認識を深め、生徒指導の実践
的指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して、
中学校教員が生徒指導を推進していく上で必要な法規等へ
の理解を深め、講義と演習を通して、児童生徒・保護者との
よりよい関わりや連携の在り方ついての理解を深める。

青山　晴美（茨城県教育研修センター　主査）
大髙　美子（茨城県教育研修センター　主査）
仁平　伸一（茨城県教育研修センター　主査）

茨城県笠間市 6時間 令和4年9月16日 教諭

中堅教諭等[後
期]資質向上研修
を受講する中学

校教諭

0円 20人

令和4年3月16日～
令和4年4月15日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない)

令04-
50150-
500273号

029-301-5274

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】【19】生徒指導

　中堅教諭等〔後期〕資質向上研修の講座該当者のうち免
許状更新講習受講対象者に対して、広い視野から生徒指
導の今日的な課題について認識を深め、生徒指導の実践
的指導力の向上を図ることをねらいとする。講義を通して、
高等学校教員が生徒指導を推進していく上で必要な法規等
への理解を深め、講義と演習を通して、児童生徒・保護者と
のよりよい関わりや連携の在り方ついての理解を深める。

青山　晴美（茨城県教育研修センター　主査）
大髙　美子（茨城県教育研修センター　主査）
仁平　伸一（茨城県教育研修センター　主査）

茨城県笠間市 6時間 令和4年10月5日 教諭

中堅教諭等[後
期]資質向上研修
を受講する高等

学校教諭

0円 15人

令和4年3月16日～
令和4年4月15日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない)

令04-
50150-
500274号

029-301-5274

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

茨城県教育委員
会

【選択】【19】ミドルリーダーとして
の課題対応

　中堅教諭等〔後期〕資質向上研修の講座該当者のうち免
許状更新講習受講対象者に対して、学校における今日的課
題の把握と共有に関する研修を行い、課題対応力の向上を
図ることをねらいとする。講義や演習などを通して、学校に
おける課題分析や特別な教育的支援を必要とする児童生
徒への対応やケース会議について学び、ミドルリーダーとし
て学校課題への対応について学ぶ。

平川　聡（茨城県教育研修センター　指導主事） 茨城県笠間市 6時間 令和4年6月20日 教諭

中堅教諭等[後
期]資質向上研修
を受講する特別
支援学校教諭

0円 5人

令和4年3月16日～
令和4年4月15日

(備考　中堅教諭等資
質向上研修の受講者を
対象とするため一般募

集は行わない)

令04-
50150-
500275号

029-301-5274

http://www.edu.pref.iba
raki.jp/board/welcome/
kyoshoku/menkyo/inde
x.html

栃木県教育委員
会

【選択】【19】授業研究活性化プロ
グラム

中堅教諭等資質向上研修の受講者のうち免許状更新講習
受講対象者に対して、授業研究の意義や効果的な進め方を
理解することをねらいとする。講話や演習を通して、具体的
な授業の検討を行い、子どもの変容を見取る手立てや研究
協議におけるファシリテーターの役割等について学ぶ。

松本　敏（元宇都宮大学大学院教育学研究科
教授）
伊藤　昌夫（栃木県総合教育センター研究調査
部副主幹）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和4年8月8日 教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、特別
支援学校の教諭

0円 40人

令和4年4月11日～
令和4年6月3日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん。)

令04-
50170-
500246号

028-623-3360
http://www.pref.tochigi.
lg.jp/kyouiku/index.html

17 / 38 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

栃木県教育委員
会

【選択】【19】幼児教育に関する研
修

中堅幼稚園教諭等資質向上研修の受講該当者のうち免許
状更新講習受講対象者に対して、幼児教育の今日的課題
への理解を深めるとともに対応する力を高め、中堅としての
役割を果たせる指導力を養うことをねらいとする。講話や演
習を通して、幼児期における特別支援教育の理念を踏まえ
た指導の充実と園内体制の在り方や、園における子育ての
支援の取組について学ぶ。

髙根沢　伸友（栃木県総合教育センター幼児教
育部副主幹）
天川　有紀（栃木県総合教育センター幼児教育
部指導主事）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和4年8月26日 教諭
幼稚園教諭、保

育教諭
0円 50人

令和4年3月16日～
令和4年6月3日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん。)

令04-
50170-
500247号

028-623-3360
http://www.pref.tochigi.
lg.jp/kyouiku/index.html

栃木県教育委員
会

【選択】【3】発達障害のある子ど
もの教育支援研修

中堅教諭等資質向上研修の受講該当者のうち免許状更新
講習受講対象者に対して、特別支援教育について理解を深
め、その充実に資するよう、発達障害のある児童生徒への
実践的な指導力の向上を図ることをねらいとする。講話や実
践発表を通して、通常の学級における特別支援教育の在り
方や、発達障害のある児童生徒への指導、支援を行う上で
必要な視点等について学ぶ。

司城　紀代美（宇都宮大学大学院　教育学研究
科准教授）
石川　綾子（特別支援教育室指導主事）
仁藤　裕子（栃木県総合教育センター教育相談
部指導主事）

栃木県宇都宮
市

6時間 令和4年11月1日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、特別
支援学校の教

諭、養護教諭、栄
養教諭

0円 100人

令和4年4月11日～
令和4年6月3日

(備考　基本研修のため
一般募集は行いませ

ん。)

令04-
50170-
500248号

028-623-3360
http://www.pref.tochigi.
lg.jp/kyouiku/index.html

千葉県教育委員
会

【選択】【1,2,3,4】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」について、教員に求められる最新の知識・技
能の習得と今日的な教育課題についての理解を深める。

関　隆允（企画管理部教育政策課教育立件推
進室・主査）
足立　直也（子どもと親のサポートセンター教育
相談部・研究指導主事）
大坪　道代（総合教育センター特別支援教育
部・研究指導主事）
渡部　香里（子どもと親のサポートセンター支援
事業部・主席研究指導主事兼支援事業部部
長）

通信教育 6時間

令和4年6月24日～
令和4年7月22日、
令和4年8月6日～
令和4年8月7日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

幼稚園等、小学
校、中学校、義務
教育学校、高等
学校、特別支援

学校

0円 400人

令和4年4月4日～
令和4年4月25日

(備考　基本研修として
実施のため、一般募集

は行いません)

令04-
50230-
500175号

043-276-1185
(内線： 1542)

https://www.ice.or.jp/n
c/

千葉県教育委員
会

【選択】【12】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。）」につい
て、教員に求められる最新の知識・技能の習得と今日的教
育課題についての理解を深める。

渡邉　健二（教育振興部児童生徒課生徒指導・
いじめ対策室・主席指導主事）
見冨　浩章（子どもと親のサポートセンター教育
相談部・研究指導主事）

通信教育 6時間

令和4年6月24日～
令和4年7月22日、
令和4年8月6日～
令和4年8月7日

教諭

小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、特別

支援学校

0円 350人

令和4年4月4日～
令和4年4月25日

(備考　基本研修として
実施のため、一般募集

は行いません)

令04-
50230-
500176号

043-276-1185
(内線： 1542)

https://www.ice.or.jp/n
c/

千葉市教育委員
会

【選択】【3,12,18】教育の最新事情

「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」「教育相談」「教育の情報化」について、教員に求めら
れる最新の知識・技能の習得と今日的な教育課題について
理解を深める。

渡邊　幸也（千葉市養護教育センター　主任指
導主事）
杉岡　潤（千葉市教育センター　主任指導主事）
三橋　勉（千葉市教育センター　主任指導主事）

千葉県千葉市 6時間 令和4年6月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小中特別支援学
校、教諭・養護教
諭・栄養教諭向け

0円 56人

令和4年4月11日～
令和4年4月15日

(備考　千葉市立小中
特別支援学校に勤務す
る教職員の研修のた

め、一般募集は行いま
せん)

令04-
50231-
500287号

043-285-0902
https://www.city.chiba.j
p/kyoiku/gakkokyoiku/
kyoiku/

千葉市教育委員
会

【選択】【3,12,18】教育の最新事情

「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」「教育相談」「教育の情報化」について、教員に求めら
れる最新の知識・技能の習得と今日的な教育課題について
理解を深める。

渡邊　幸也（千葉市養護教育センター　主任指
導主事）
杉岡　潤（千葉市教育センター　主任指導主事）
三橋　勉（千葉市教育センター　主任指導主事）

千葉県千葉市 6時間 令和4年6月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小中特別支援学
校、教諭・養護教
諭・栄養教諭向け

0円 56人

令和4年4月11日～
令和4年4月15日

(備考　千葉市立小中
特別支援学校に勤務す
る教職員の研修のた

め、一般募集は行いま
せん)

令04-
50231-
500288号

043-285-0902
https://www.city.chiba.j
p/kyoiku/gakkokyoiku/
kyoiku/

船橋市教育委員
会

【選択】【1,4】船橋市教員免許状
更新講習

同時双方型（Zoom）での研修により、今日の小中学校教諭
に求められる最新の教育事情、「国の教育政策や世界の教
育の動向」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の観点に
ついて理解を深める。

田中　博之（早稲田大学　教育・総合科学学術
院教授）
田邊　昭雄（東京情報大学　総合情報学部　総
合情報学科　教育課程委託教授）

インターネット 7時間
令和4年8月18日、
令和4年8月29日

教諭

船橋市立小中学
校中堅教諭等資
質向上研修Ⅰ受

講者

0円 100人

令和4年4月4日～
令和4年4月15日

(備考　船橋市立小中
学校中堅教諭等資質

向上研修Ⅰと相互認定
での実施のため、一般

公募は行わない。)

令04-
50240-
500177号

047-423-4910

https://www.city.funab
ashi.lg.jp/shisetsu/bunk
a/0002/0001/0001/p0
11084.html

柏市教育委員会
【選択】【11,12,18】柏市キャリア
アップ研修（免許状更新講習）

学校教育に関する今日的課題と最新の動向を理解するとと
もに，社会の変化に対応し，未知の課題を解決できる児童
生徒を育てるため「授業づくり」「学級づくり」「学校づくり」に
向けて，教員に求められる役割や実践について学ぶ。

山本　舞（指導主事） 千葉県柏市 6時間
令和4年7月28日～
令和4年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

職種（教諭、養護
教諭、栄養教

諭）、学校種（小
学校、中学校、高

等学校）

0円 90人

令和4年4月8日～
令和4年4月22日

(備考　柏市教職員が
対象のため，一般募集

は行いません。)

令04-
50241-
500236号

04-7191-7387
(内線： 827)

http://www.city.kashiw
a.lg.jp/kashiwa_boe/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

柏市教育委員会
【選択】【3,11】柏市キャリアアップ
研修（免許状更新講習）

学校教育での問題は，児童生徒の発達や学習に関わること
等，複雑化・多様化している。講義を通して，評価の在り方
や発達障害の特性等について知るとともに，児童生徒の学
習状況の見取り方や一人一人に応じた支援の方法，学び合
う授業づくりの実際について学ぶ。

山本　舞（指導主事） 千葉県柏市 6時間
令和4年8月2日～
令和4年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

職種（教諭、養護
教諭、栄養教

諭）、学校種（小
学校、中学校、高

等学校）

0円 90人

令和4年4月8日～
令和4年4月22日

(備考　柏市教職員が
対象のため，一般募集

は行いません。)

令04-
50241-
500237号

04-7191-7387
(内線： 827)

http://www.city.kashiw
a.lg.jp/kashiwa_boe/

柏市教育委員会
【選択】【11,12】柏市キャリアアッ
プ研修（免許状更新講習）

学校教育での問題は，児童生徒の発達や学習に関わること
等，複雑化・多様化している。学校内外での連携協力した学
校の各種課題に対する組織的対応について，ミドルリー
ダーとして，自己の経験を省察し，その在り方を学ぶ。

佐々木　聖（指導主事） 千葉県柏市 6時間 令和4年7月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

職種（教諭、養護
教諭、栄養教

諭）、学校種（小
学校、中学校、高

等学校）

0円 90人

令和4年4月8日～
令和4年4月22日

(備考　柏市教職員が
対象のため，一般募集

は行いません。)

令04-
50241-
500238号

04-7191-7387
(内線： 827)

http://www.city.kashiw
a.lg.jp/kashiwa_boe/

柏市教育委員会
【選択】【10,14】柏市キャリアアッ
プ研修（免許状更新講習）

中堅教諭は，ミドルリーダーとして自らのプランをもって企
画・立案し，全体をリードして分掌を動かしていくことが求め
られている。学校の特色あるカリキュラムの実施やコミュニ
ティスクールの推進のために，カリキュラム・マネジメントや
組織マネジメントの実際について学ぶ。

佐々木　聖（指導主事） 千葉県柏市 6時間 令和4年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

職種（教諭、養護
教諭、栄養教

諭）、学校種（小
学校、中学校、高

等学校）

0円 90人

令和4年4月8日～
令和4年4月22日

(備考　柏市教職員が
対象のため，一般募集

は行いません。)

令04-
50241-
500239号

04-7191-7387
(内線： 827)

http://www.city.kashiw
a.lg.jp/kashiwa_boe/

長野市教育委員
会

【選択】【1,2,3,4】教育の最新事情
①②

「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（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」の４項
目において、最新の知識や動向を学ぶとともに、今日的な
教育課題についての理解を深める。

今井　睦俊（長野市教育センター・主任指導主
事）
佐藤　文博（長野市教育センター・指導主事）
小林　仁志（長野市教育委員会事務局学校教
育課・指導主事）
阿部　考彰（長野市教育センター・指導主事）
谷塚　光典（信州大学　教育学部・准教授）

長野県長野市 6時間 令和4年8月4日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 100人

令和4年4月1日～
令和4年4月26日

(備考　長野市の教職
員対象のため一般募集

は行わない)

令04-
50400-
500202号

026-223-0070
http://www.city.nagano.
nagano.jp/

長野市教育委員
会

【選択】【15】道徳科指導の充実と
評価①②

特別の教科としての道徳科について、学習指導要領道徳編
に記された目標や内容構成等について基本的なことを理解
し、道徳科における評価の意義について考察する。また、指
導計画の作成方法や、資料開発、中心発問、評価方法等、
具体的な道徳科の授業づくりについて考えたり発表したりす
る。

今井　睦俊（長野市教育センター・主任指導主
事）
佐藤　文博（長野市教育センター・指導主事）
市川　大輔（長野市教育委員会事務局学校教
育課・指導主事）
阿部　考彰（長野市教育センター・指導主事）
白木　みどり（金沢工業大学　教授）

長野県長野市 6時間 令和4年8月2日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 60人

令和4年4月1日～
令和4年4月26日

(備考　長野市の教職
員対象のため一般募集

は行わない)

令04-
50400-
500203号

026-223-0070
http://www.city.nagano.
nagano.jp/

長野市教育委員
会

【選択】【12】学校と家庭を支える
教育支援体制－子どもの最善の
利益－

いじめ、不登校、暴力行為といった問題行動等の背景に
は、家庭や学校、友人、地域社会など、児童生徒を取り巻く
環境の問題が複雑に絡み合っている。本講座では、臨床心
理学の知見から、児童生徒の理解や支援の在り方について
講義と演習を行ったり、ＳＳＷの活動を基に、児童生徒が置
かれている様々な環境に対する効果的な対応の在り方、関
係機関等との連携の在り方について講義と演習を行ったり
する。

今井　睦俊（長野市教育センター・主任指導主
事）
佐藤　文博（長野市教育センター・指導主事）
砂塚　雄太（長野市教育委員会事務局学校教
育課・指導主事）
阿部　考彰（長野市教育センター・指導主事）
深澤　大地（富山県こどもこころの相談室　臨床
心理士）

長野県長野市 6時間 令和4年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 60人

令和4年4月1日～
令和4年4月26日

(備考　長野市の教職
員対象のため一般募集

は行わない)

令04-
50400-
500204号

026-223-0070
http://www.city.nagano.
nagano.jp/

長野市教育委員
会

【選択】【８,９】キャリアアップ研修
Ⅲ①②

長野市の小中学校教員を対象に、これまでの自己実践を振
り返ることを通して、教員としての在り方や今後のキャリア
アップについて考える。また、ミドルリーダーとして高めるべ
き資質能力（主に学年組織マネジメントや学校組織マネジメ
ントの基礎知識、リスクマネジメントの在り方）を学ぶととも
に、ストレスマネジメントなど感情と上手く付き合うことの必
要性を学ぶ。

荒井　英治郎（信州大学　教育学部准教授）
今井　睦俊（長野市教育センター・主任指導主
事）
佐藤　文博（長野市教育センター・指導主事）
阿部　考彰（長野市教育センター・指導主事）
中澤　友昭（中澤医院　医師）

長野県長野市 6時間
令和4年10月17日、
令和4年10月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 60人

令和4年4月1日～
令和4年4月26日

(備考　長野市の教職
員対象のため一般募集

は行わない)

令04-
50400-
500205号

026-223-0070
http://www.city.nagano.
nagano.jp/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

長野市教育委員
会

【選択】【３,８】キャリアアップ研修
Ⅳ－人生１００年時代構想と授業
のＵＤ化－

長野市の小中学校教員を対象に、これまでの自己実践を振
り返ることを通して、教員としての在り方や今後のキャリア
アップについて考える。また深化貢献期として高めるべき資
質能力（主に学校組織マネジメントの知識）を学ぶとともに、
子どもが主体的に学ぶことができる学習環境の整え方や通
常学級において支援が必要な児童生徒への対応方法につ
いて学ぶ。

今井　睦俊（長野市教育センター・主任指導主
事）
佐藤　文博（長野市教育センター・指導主事）
阿部　考彰（長野市教育センター・指導主事）
青木　一（信州大学　教育学部・准教授）
宮崎　芳子（日野市発達・教育支援センター　特
別支援教育総合コーディネーター）

長野県長野市 6時間 令和4年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 80人

令和4年4月1日～
令和4年4月26日

(備考　長野市の教職
員対象のため一般募集

は行わない)

令04-
50400-
500206号

026-223-0070
http://www.city.nagano.
nagano.jp/

長野市教育委員
会

【選択】【18】教育ＩＣＴ活用－ＩＣＴ
活用・著作権等－

教育のＩＣＴ活用について、情報モラル・セキュリティの喫緊
の課題について理解を深める。また、児童生徒一人一人の
情報活用能力の育成の在り方、ＩＣＴを活用した授業（タブ
レットＰＣ・電子教科書等）の在り方と実践について、イントラ
ネットを用いてオンデマンド型で講義と演習を行う。

中澤　康匡（長野市教育センター・指導主事）
佐藤　文博（長野市教育センター・指導主事）
今井　睦俊（長野市教育センター・主任指導主
事）
阿部　考彰（長野市教育センター・指導主事）
小山　茂喜（信州大学　教育学部・教授）

その他 6時間
令和4年8月17日～
令和4年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

教諭、養護教諭、
栄養教諭

0円 80人

令和4年4月1日～
令和4年4月26日

(備考　長野市の教職
員対象のため一般募集

は行わない)

令04-
50400-
500207号

026-223-0070
http://www.city.nagano.
nagano.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【１,３】国の教育政策の動
向と心理学等における最新の知
見

国の教育施策や世界の教育動向、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を中心とする。具体
的には、学習指導要領の変遷と国及び名古屋市の教育施
策の動向についての理解、子どもの発達的特徴や適応に
関して、近年の発達心理学・教育心理学における知見の紹
介、インクルーシブ教育システム構築に求められる教育者と
しての資質を学習する。【オンデマンド型】

廣瀬　汎曜（至学館大学　教授）
天谷　祐子（名古屋市立大学　人間文化研究科
准教授）
森　浩隆（名古屋市教育センター指導主事）

インターネット 6時間
令和4年7月21日～
令和4年8月15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
援学校教諭向け

6,000円 100人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集はしません。)

令04-
50451-
500214号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【２】子ども観、教育観につ
いての省察

教員としての子ども観、教育観についての省察を中心とす
る。具体的には、教育相談における臨床心理学的支援の方
法、子どもの自殺のリスクとその対応、偏見・差別の背景に
ある心理的要因やメカニズムの理解を学習する。【オンデマ
ンド型】

三宅　理子（東海学園大学　人文学部心理学科
教授）
川島　大輔（中京大学　心理学科教授）
斎藤　和志（愛知淑徳大学　心理学部教授）

インターネット 6時間
令和4年7月21日～
令和4年8月15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
援学校教諭向け

6,000円 100人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集はしません。)

令04-
50451-
500215号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【４】子どもの生活の変化
を踏まえた課題

子どもの生活の変化を踏まえた課題を中心とする。具体的
には「子どもの貧困」を軸に子どもと家族を取り巻く社会的
背景（貧困や虐待が発生する要因）、歴史、政策体系や支
援施策について援助実践との関係、日本語指導を必要とす
る子どもの現状と課題、食に関する指導の課題とその進め
方を学習する。【オンデマンド型】

谷口　由紀子（名古屋市立大学　人間文化研究
科准教授）
松本　一子（愛知淑徳大学　非常勤講師）
上原　正子（愛知みずほ短期大学　客員教授）

インターネット 6時間
令和4年7月21日～
令和4年8月15日

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
援学校教諭向け

6,000円 60人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集はしません。)

令04-
50451-
500216号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【４,19】幼児に対する指導
と課題

子どもの生活の変化を踏まえた課題を中心とする。具体的
には、「子どもの貧困」を軸に子どもと家族を取り巻く社会的
背景（貧困や虐待が発生する要因）、歴史、政策体系や支
援施策について援助実践との関係、日本語指導を必要とす
る子どもの現状と課題、幼稚園教育の基本を学習する。【オ
ンデマンド型】

谷口　由紀子（名古屋市立大学　人間文化研究
科准教授）
松本　一子（愛知淑徳大学　非常勤講師）
平手　咲子（名古屋市教育委員会指導室指導
主事）

インターネット 6時間
令和4年7月21日～
令和4年8月15日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集はしません。)

令04-
50451-
500217号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【４,19】養護教諭の専門性
と児童生徒の指導

子どもの生活の変化を踏まえた課題を中心とする。具体的
には、「子どもの貧困」を軸に子どもと家族を取り巻く社会的
背景（貧困や虐待が発生する要因）、歴史、政策体系や支
援施策について援助実践との関係、日本語指導を必要とす
る子どもの現状と課題、養護教諭の専門性やその専門性を
生かして行う保健管理・保健教育・健康相談を学習する。
【オンデマンド型】

谷口　由紀子（名古屋市立大学　人間文化研究
科准教授）
松本　一子（愛知淑徳大学　非常勤講師）
安藤　光代（名古屋市教育センター指導主事）

インターネット 6時間
令和4年7月21日～
令和4年8月15日

教諭
養護教

諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭向

け

6,000円 20人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集はしません。)

令04-
50451-
500218号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【８】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を中心とする。具
体的には、子どもの変化の理解と適切な指導・支援の在り
方、地震災害を通した防災教育の必要性、学校における危
機管理上の課題と自らの経験を踏まえるなどして、具体的
な対応について学習する。【オンデマンド型】

酒井　正幸（名古屋市教育センター教育相談部
長）
福和　伸夫（名古屋大学　減災連携研究セン
ター教授）
斎藤　和志（愛知淑徳大学　心理学部教授）

インターネット 6時間
令和4年7月21日～
令和4年8月15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
援学校教諭向け

6,000円 100人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集はしません。)

令04-
50451-
500219号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

名古屋市教育委
員会

【選択】【11】主体的・対話的で深
い学びの実現に向けた授業改善

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を中心
とする。具体的には、新しい教育課程で実現を目指す「主体
的・対話的で深い学び」の授業の在り方を生活科・総合的な
学習の時間からアプローチした理論と実践、ESD（持続可能
な開発のための教育）の概説、学習指導における効果的なＩ
ＣＴの活用と情報モラルの指導を学習する。【オンデマンド
型】

加納　誠司（愛知教育大学　生活科教育講座教
授）
曽我　幸代（名古屋市立大学　人間文化研究科
准教授）
藤谷　浩一（名古屋市教育センター学校情報化
支援部長）

インターネット 6時間
令和4年7月21日～
令和4年8月15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
援学校教諭向け

6,000円 100人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集はしません。)

令04-
50451-
500220号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【５】ミドルリーダー研修

今日的な教育課題に対応するための内容を中心とする。具
体的には、学習指導要領改訂に向けた学習指導の在り方、
様々な学校問題に対する組織的対応の必要性について取
り上げ、講義及び演習を行う。受講対象者は名古屋市教育
センター研修「ミドルリーダー研修」を受講し、かつ令和４年
度に教員免許状更新講習の受講対象者のみとする。

酒井　正幸（名古屋市教育センター教育相談部
長）
伊藤　禎康（名古屋市教育センター指導主事）
伊藤　大和（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

12時間

令和4年7月25日、
令和4年8月2日、
令和4年8月8日、
令和4年8月12日、
令和4年8月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

名古屋市立幼・
小・中・特別支
援・高校に勤務

し、名古屋市教育
センター講座「ミド
ルリーダー研修」

受講者

0円 10人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集はしません。)

令04-
50451-
500221号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【３】特別支援教育推進講
座

発達障害児の行動理解、障害のある子どもと家族への心の
ケア及び学校生活における支援、交流及び共同学習の進
め方、学習支援委員会の活性化、個別の指導計画の立て
方を取り上げ、講義及び演習を行う。なお、受講可能の者
は、名古屋市教育センター講座「特別支援教育推進講座」を
受講し、かつ、令和４年度に教員免許状更新講習の受講対
象者のみとする。

酒井　正幸（教育相談部長）
森　浩隆（名古屋市教育センター指導主事）
篠田　佳奈子（名古屋市教育センター指導主
事）
和田　茉莉子（名古屋市教育センター指導主
事）

愛知県名古屋
市

18時間
令和4年7月26日、
令和4年8月4日、
令和4年8月24日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

名古屋市立幼・
小・中・特別支
援・高校に勤務

し、名古屋市教育
センター講座「特
別支援教育推進

講座」受講者

0円 10人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集はしません。)

令04-
50451-
500222号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【８】新任教務のための学
校運営研修

本市学校教育の現状を踏まえて、学校が抱える課題の解決
について、法的背景や学校運営と管理を取り上げ、講義及
び演習を行う。受講対象者は、名古屋市教育センター研修
「学校運営研修会（Ⅰ）新任教務」を受講し、令和４年度に教
員免許状更新講習の受講対象者のみとする。

村瀬　圭二（名古屋市教育センター指導主事）
豊嶋　久美子（名古屋市教育センター指導主
事）

愛知県名古屋
市

6時間 令和4年7月29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、特別支
援学校教諭向け

0円 10人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集はしません。)

令04-
50451-
500223号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【８】２年目教務のための
学校運営研修

本市学校教育の現状を踏まえて、学校が抱える課題の解決
について、法的背景や学校運営と管理を取り上げ、講義及
び演習を行う。受講対象者は、名古屋市教育センター研修
「学校運営研修会（Ⅰ）２年目教務」を受講し、令和４年度に
教員免許状更新講習の受講対象者のみとする。

村瀬　圭二（名古屋市教育センター指導主事）
豊嶋　久美子（名古屋市教育センター指導主
事）

愛知県名古屋
市

6時間 令和4年8月2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、特別支
援学校教諭向け

0円 10人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集はしません。)

令04-
50451-
500224号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【12】教育相談基礎講座

子どもの発達課題の理解、いじめ・不登校・虐待への理解と
対応、カウンセリングの技法を生かした子ども・保護者への
関わり方、子どもを多面的に捉える事例検討の進め方、学
級経営に生かす教育相談活動の進め方とし、それらに関す
る講義及び演習を行う。なお、受講可能の者は、名古屋市
教育センター講座「教育相談基礎講座」を受講し、かつ、令
和４年度に教員免許状更新講習の受講対象者のみとする。

酒井　正幸（名古屋市教育センター指導主事）
冨田　宏行（名古屋市教育センター指導主事）
加藤　裕美子（名古屋市教育センター指導主
事）
坂井　誠（中京大学　心理学部教授）
大塚　弥生（南山大学教職センター　准教授）
目黒　達哉（同朋大学大学院　教授）
牧　真吉（日本福祉大学　社会福祉学部教授）

愛知県名古屋
市

18時間

令和4年7月21日、
令和4年8月5日、
令和4年8月10日、
令和4年8月22日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

名古屋市立幼・
小・中・特別支
援・高校に勤務

し、名古屋市教育
センター講座「教
育相談基礎講

座」受講者

0円 10人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集は行わない)

令04-
50451-
500225号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【12】教育相談発展講座

カウンセリングの技法を生かした子ども・保護者への関わり
方、学級経営に生かす教育相談活動の進め方、教育相談
体制づくりに関する講義及び演習を行う。なお、受講可能の
者は、名古屋市教育センター研修講座「教育相談発展講
座」を受講し、かつ、令和４年度に教員免許状更新講習の
受講対象者のみとする。

酒井　正幸（名古屋市教育センター指導主事）
冨田　宏行（名古屋市教育センター指導主事）
安藤　光代（名古屋市教育センター指導主事）
石川　道子（武庫川女子大学　教授）
西出　隆起（愛知淑徳大学　教授）
鈴木　伸子（愛知教育大学　教授）

愛知県名古屋
市

18時間

令和4年7月26日、
令和4年8月2日、
令和4年8月12日、
令和4年8月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

名古屋市立幼・
小・中・特別支
援・高校に勤務

し、名古屋市教育
センター講座「教
育相談発展講

座」受講者

0円 10人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集は行わない)

令04-
50451-
500226号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

名古屋市教育委
員会

【選択】【10】教育研究員

職種及び担当教科に応じて選択することができるようにす
る。教諭においては、各教科及び各領域の指導の在り方や
その実際並びに、新しい知識や技能に関する事項を、養護
教諭においては、保健指導、保健室経営などについての新
しい知識や技能に関する事項を、栄養教諭においては、食
育指導などについての新しい知識や技能に関する事項を取
り上げ、講義及び演習を行う。なお、受講可能の者は、令和
４年度名古屋市教育センター研修「令和４年度教育研究員」
受講者、かつ、令和４年度教員免許状更新講習の受講対象
者のみとする。

安藤　嘉浩（名古屋市教育センター研修部長），石
元　恵未（名古屋市教育センター指導主事），伊藤
大和（名古屋市教育センター指導主事），松本　健
一（名古屋市教育センター指導主事），伊藤　禎康
（名古屋市教育センター指導主事），寳多　孝治
（名古屋市教育センター指導主事），鈴木　幸浩
（名古屋市教育センター指導主事），安武　宏（名
古屋市教育センター指導主事），富所　妙子（名古
屋市教育センター指導主事），檜山　雄大（名古屋
市教育センター指導主事），豊嶋　久美子（名古屋
市教育センター指導主事），村瀬　圭二（名古屋市
教育センター指導主事），朝日　洋介（名古屋市教
育センター指導主事），大川　富（名古屋市教育セ
ンター指導主事），内山　幹夫（名古屋市教育セン
ター指導主事），上川　高史（名古屋市教育セン
ター指導主事），渡邊　佐知子（名古屋市教育セン
ター指導主事），冨田　宏行（名古屋市教育セン
ター指導主事），加藤　裕美子（名古屋市教育セン
ター指導主事），安藤　光代（名古屋市教育セン
ター指導主事），浅野　栄樹（名古屋市教育セン
ター指導主事），森　浩隆（名古屋市教育センター
指導主事），篠田　佳奈子（名古屋市教育センター
指導主事），和田　茉莉子（名古屋市教育センター
指導主事），森　順仁（名古屋市教育センター指導
主事），野崎　崇司（名古屋市教育センター指導主
事），山田　達也（名古屋市教育センター指導主
事），纐纈　充（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

18時間

令和4年5月13日、
令和4年5月20日、
令和4年5月27日、
令和4年6月3日、
令和4年6月17日、
令和4年6月24日、
令和4年7月1日、
令和4年7月8日、
令和4年9月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

名古屋市立幼・
小・中・特別支援
に勤務し、名古屋
市教育センター
研修「教育研究

員」受講者

0円 10人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集は行わない)

令04-
50451-
500227号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【９】SNSの危険とその対
応

情報教育の今日的課題であるＳＮＳを中心としたネットトラブ
ルについての現状とトラブルへの対策方法や予防策など、
情報モラルの指導方法について取り上げ、講義及び演習を
行う。なお、受講可能の者は、名古屋市教育センター研修
「守ろう！子どもたちをーＳＮＳの危険とその対応ー」を受講
し、かつ、令和４年度に教員免許状更新講習の受講対象者
のみとする。

渡邊　佐知子（名古屋市教育センター指導主
事）
鬼頭　尚久（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

6時間 令和4年8月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

名古屋市立小・
中・特別支援・高
校に勤務し、名古

屋市教育セン
ター研修「守ろ
う！子どもたち

をーＳＮＳの危険
とその対応ー」受

講者

0円 10人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集は行わない)

令04-
50451-
500228号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【11】高等学校　学びの変
革研修

高等学校教諭が各教科及び各領域の指導の在り方やその
実際並びに、新しい知識や技能に関する事項を取り上げ、
講義及び演習を行う。なお、受講可能の者は、令和４年度
名古屋市教育センター研修「高等学校学びの変革研修」を
受講し、かつ、令和４年度に教員免許状更新講習の受講対
象者のみとする。

藤井　万希子（名古屋市教育センター指導主
事）
鈴木　一憲（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

6時間

令和4年5月6日、
令和4年6月3日、
令和4年7月1日、
令和4年9月30日

教諭

名古屋市立高等
学校に勤務し、名
古屋市教育セン
ター研修「高等学
校学びの変革研

修」受講者

0円 10人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集はしません。)

令04-
50451-
500229号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

名古屋市教育委
員会

【選択】【８】高等学校ICT・ネット
ワーク研修講座

情報化社会における今日的な課題を理解し、個人情報の適
切な管理や効率的なネットワークの運営・管理について講
義及び演習を行う。なお、受講可能の者は、名古屋市教育
センター講座「ネットワーク運用・管理研修講座」を受講し、
かつ、令和４年度に教員免許状更新講習の受講対象者の
みとする。

鬼頭　尚久（名古屋市教育センター指導主事）
愛知県名古屋
市

18時間

令和4年5月20日、
令和4年5月27日、
令和4年6月3日、
令和4年6月10日、
令和4年6月17日、
令和4年7月8日、
令和4年7月22日、
令和4年8月5日

教諭
養護教

諭

名古屋市立高等
学校に勤務し、名
古屋市教育セン
ター講座「高等学
校ICT・ネットワー
ク研修講座」受講

者

0円 10人

令和4年4月2日～
令和4年4月18日

(備考　名古屋市教育セ
ンターの研修のため、
一般募集は行わない)

令04-
50451-
500230号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

京都府教育委員
会

【選択】【6,10】中堅教諭等資質向
上研修「共通」講座Ⅱ

主体的･対話的で深い学びの本質について考え、対話的な
学びや探究の力を養うための学びを実践例や演習を通して
理解し、自校の学習スタイル構築やカリキュラム・マネジメン
トの推進等に生かす。

由良　正樹（京都府総合教育センター・主任研
究主事兼指導主事）
草木　康伸（京都府総合教育センター・研究主
事兼指導主事）

京都府京都市 6時間 令和4年8月2日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

京都府総合教育
センターが実施す
る中堅教諭等資
質向上研修講座
の受講対象者

0円 100人
令和4年4月4日～
令和4年4月20日

令04-
50510-
500257号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

京都府教育委員
会

【選択】【6,11】中堅教諭等資質向
上研修「共通」講座Ⅲ

社会に開かれた教育課程の実現のためのカリキュラム・マ
ネジメントについて、学校教育で行うに至った背景や目的等
からその意義や有用性等を理解するとともに、自校のカリ
キュラム・マネジメントの構築や検証、改善等に生かすため
の展望を持つ。

由良　正樹（京都府総合教育センター・主任研
究主事兼指導主事）
草木　康伸（京都府総合教育センター・研究主
事兼指導主事）

京都府京都市 6時間 令和4年8月18日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

京都府総合教育
センターが実施す
る中堅教諭等資
質向上研修講座
の受講対象者

0円 100人
令和4年4月4日～
令和4年4月20日

令04-
50510-
500258号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】【11】育ちと学びをつなぐ
幼児教育&生活科講座Ⅱ

各園・学校における幼児教育の正しい理解とその重要性に
ついて、講義を通して理解を深める。さらに演習では、校種
間の接続・連携の在り方や具体的な方策について実践的に
学ぶ。多様な校種の教員が受講することにより、校種間連
携を深めるとともに、各園・学校における教育実践の向上に
つなげるものとする。

杉本　里佳（京都府総合教育センター・主任研
究主事兼指導主事）
芦田　有一（京都府総合教育センター・主任研
究主事兼指導主事）

京都府京都市 6時間 令和4年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 50人
令和4年4月4日～
令和4年4月20日

令04-
50510-
500259号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】【5,8】人権教育講座Ⅰ～
外国にルーツをもつ子どもへの
支援～

各学校・園において、外国にルーツをもつ児童生徒の人権
に係る現状についての認識を深め、講義や研究協議を通し
て学校における具体的な支援の在り方について学ぶ。担任
単独だけでは対応が難しいことから、全教員を対象として実
施し、学校・園での早急な組織的な体制づくりや実践につな
げるものとする。

杉本　里佳（京都府総合教育センター・主任研
究主事兼指導主事）
芦田　有一（京都府総合教育センター・主任研
究主事兼指導主事）

京都府京都市 6時間 令和4年8月9日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 50人
令和4年4月4日～
令和4年4月20日

令04-
50510-
500260号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】【11,18】情報教育講座

学習指導要領に記載されている「情報活用能力の育成」や
GIGAスクール構想による１人１台端末を活用した授業実践
のために、専門的見地から情報教育の在り方について理解
を深めることで今後の学校現場での指導に役立てる。

鬼頭　宏和（京都府総合教育センター・研究主
事兼指導主事）
大﨑　康央（京都府総合教育センター・研究主
事兼指導主事）

京都府京都市 6時間 令和4年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 50人
令和4年4月4日～
令和4年4月20日

令04-
50510-
500261号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】【12】教育相談＜初級＞
講座～児童生徒理解と関わり～

教職員として身に付けたい教育相談の基礎を学ぶ。また、
児童生徒のこころを感じ、共感的に理解することの大切さに
ついて考えることで、児童生徒理解の力量の向上を図る。
児童生徒に関わる全ての教職員を受講対象とする。

村瀬　敏則（京都府総合教育センター・部長）
新田　浩（京都府総合教育センター・主任研究
主事兼指導主事）
吉岡　美和（京都府総合教育センター・研究主
事兼指導主事）

京都府綾部市 6時間 令和4年7月28日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 100人
令和4年4月4日～
令和4年4月20日

令04-
50510-
500262号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】【3】特別支援教育「アセス
メントを支援に生かす」講座（コー
ディネータースキルアップ講座）

子どもの発達の特性とその道筋を学ぶとともに、行動観察
や心理検査等のアセスメントの活用について学ぶ。ソーシャ
ルスキルトレーニングの概要や適切な行動を増やす支援、
発達の視点を指導・支援に生かすために必要なアセスメント
の基礎的な理解を促す講座とする。全ての学校や園に特別
支援を必要とする子どもが在籍していることから、全教員を
対象として実施する。

伊家　京子（京都府総合教育センター・部長）
長谷川　法子（京都府総合教育センター・主任
研究主事兼指導主事）
前田　有美子（京都府総合教育センター・研究
主事兼指導主事）

京都府綾部市 6時間 令和4年8月19日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 50人
令和4年4月4日～
令和4年4月20日

令04-
50510-
500263号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】【10】学びづくりのカリキュ
ラム・マネジメント講座

各学校・園における学習活動を実施・企画するために必要
なカリキュラム・マネジメントの理論と方法について、講義等
を通して実践的に学ぶ。学級づくりや授業づくり、学びの環
境づくりに幅広くつながる内容の講習のため、全教員を対象
として実施し、学校・園での実践につなげるものとする。

辻村　重子（京都府総合教育センター・主任研
究主事兼指導主事）
大﨑　康央（京都府総合教育センター・研究主
事兼指導主事）

京都府綾部市 6時間 令和4年8月17日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 50人
令和4年4月4日～
令和4年4月20日

令04-
50510-
500264号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center

京都府教育委員
会

【選択】【4】子どもの貧困と学習支
援講座

講義・研究協議等を通して、子どもの貧困問題を認識し支援
するために、学校が取り組むべき支援の流れと具体的方策
等について理解を深める。地域に開かれた子どもの貧困対
策のプラットホームとしての学校指導・運営体制の構築、学
校教育における学力保障等、全職員で取組むべき教育課
題を学ぶ講習のため、全教職員を対象とする。

小林　園（京都府総合教育センター・主任研究
主事兼指導主事）
大﨑　康央（京都府総合教育センター・研究主
事兼指導主事）

京都府綾部市 6時間 令和4年8月23日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

全教員 0円 50人
令和4年4月4日～
令和4年4月20日

令04-
50510-
500265号

075-612-2950
http://www.kyoto-
be.ne.jp/ed-center
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

大阪府教育委員
会

【選択】【5、19】学校をめぐる状況
変化と組織的対応、教科指導及
び生徒指導上の課題（中堅教諭
等資質向上研修）

・学校をめぐる近年の状況の変化をふまえた、様々な問題
に対する組織的対応の必要性について学ぶ。
・学習指導要領の方向性について学び、学びが深まる指導
方法及び学習評価について理解する。
・生徒指導上の課題について、児童・生徒理解に基づいた
対応の理論や手法を理解する。
・一人ひとりを大切にした人権教育や特別支援教育の実践
や推進について理解する。
・子どものケアの在り方、児童・生徒や保護者との関係づくり
に生きるカウンセリングについて理解する。
4/20～5/11に防災教育、7/13～7/26にチームビルディング
【理論】、８/３～８/24にロジカルシンキング等をそれぞれ3
時間オンデマンド型で実施する。

河上　弘子（大阪府教育センター企画室　首席指導
主事），塩見　純也（大阪府教育センター企画室
主任指導主事），藪内　純子（大阪府教育センター
企画室　主任指導主事），大石　恵理（大阪府教育
センター企画室　指導主事），粟野　達也（大阪府
教育センター企画室　指導主事），粉生　英明（大
阪府教育センター企画室　指導主事），川本　晃亜
（大阪府教育センター企画室　指導主事），桂　武
士（大阪府教育センター企画室　指導主事），中西
いつ子（大阪府教育センター企画室　指導主事），
河野　雄（大阪府教育センター企画室　指導主
事），田中　宏樹（大阪府教育センター企画室　指
導主事），亀山　司（大阪府教育センター企画室
指導主事），赤松　真人（大阪府教育センター学校
経営研究室　首席指導主事），本田　史歩（大阪府
教育センター学校経営研究室　主任指導主事），赤
堀　隆史（大阪府教育センター学校経営研究室　主
任指導主事），西川　知秀（大阪府教育センター学
校経営研究室　指導主事），鈴木　章弘（大阪府教
育センター学校経営研究室　指導主事），田地　浩
（大阪府教育センター学校経営研究室　指導主
事），薮内　博樹（大阪府教育センター学校経営研
究室　指導主事），北村　素子（大阪府教育セン
ター教育相談室　首席指導主事），河上　こずえ
（大阪府教育センター教育相談室　主任指導主
事），平野　加奈子（大阪府教育センター教育相談
室　指導主事），中井　宏典（大阪府教育センター
教育相談室　首席指導主事），小川　裕之（大阪府
教育センター教育相談室　主任指導主事），足立
麻理（大阪府教育センター教育相談室　指導主
事），黒田　剛司（大阪府教育センター小中学校教
育推進室　首席指導主事），島末　智成（大阪府教
育センター小中学校教育推進室　主任指導主事），
赤塚　能章（大阪府教育センター小中学校教育推進
室　主任指導主事），土居　惣八（大阪府教育セン
ター小中学校教育推進室　指導主事），佐伯　穂高

大阪府大阪市
住吉区

24時間

令和4年5月25日、
令和4年7月26日、
令和4年9月14日、
令和4年10月12日、
令和4年11月11日、
令和4年11月25日、
令和4年11月30日

教諭

大阪府教育委員
会が実施する令
和４年度中堅教
諭等資質向上研
修を受講する小
学校教諭、中学
校教諭、義務教

育学校教諭

0円 40人

令和4年3月16日～
令和4年4月6日

(備考　大阪府教育委
員会が実施する令和４
年度中堅教諭等資質
向上研修受講対象者

のため一般募集は行わ
ない)

令04-
50530-
500249号

06-6692-1882
(内線： 302)

https://www.pref.osaka
.lg.jp/kyoikusomu/home
page/index.html

大阪府教育委員
会

【選択】【5、19】学校をめぐる状況
変化と組織的対応、教科指導及
び生徒指導上の課題（中堅教諭
等資質向上研修）

・学校をめぐる近年の状況の変化をふまえた、様々な問題
に対する組織的対応の必要性について学ぶ。
・学習指導要領の方向性について学び、学びが深まる指導
方法及び学習評価について理解する。
・生徒指導上の課題について、児童・生徒理解に基づいた
対応の理論や手法を理解する。
・一人ひとりを大切にした人権教育や特別支援教育の実践
や推進について理解する。
・子どものケアの在り方、児童・生徒や保護者との関係づくり
に生きるカウンセリングについて理解する。
4/20～5/11に防災教育、7/13～7/26にチームビルディング
【理論】、８/３～８/24にロジカルシンキング等をそれぞれ3
時間オンデマンド型で実施する。

河上　弘子（大阪府教育センター企画室　首席指導
主事），塩見　純也（大阪府教育センター企画室
主任指導主事），藪内　純子（大阪府教育センター
企画室　主任指導主事），大石　恵理（大阪府教育
センター企画室　指導主事），粟野　達也（大阪府
教育センター企画室　指導主事），粉生　英明（大
阪府教育センター企画室　指導主事），川本　晃亜
（大阪府教育センター企画室　指導主事），桂　武
士（大阪府教育センター企画室　指導主事），中西
いつ子（大阪府教育センター企画室　指導主事），
河野　雄（大阪府教育センター企画室　指導主
事），田中　宏樹（大阪府教育センター企画室　指
導主事），亀山　司（大阪府教育センター企画室
指導主事），赤松　真人（大阪府教育センター学校
経営研究室　首席指導主事），本田　史歩（大阪府
教育センター学校経営研究室　主任指導主事），赤
堀　隆史（大阪府教育センター学校経営研究室　主
任指導主事），西川　知秀（大阪府教育センター学
校経営研究室　指導主事），鈴木　章弘（大阪府教
育センター学校経営研究室　指導主事），田地　浩
（大阪府教育センター学校経営研究室　指導主
事），薮内　博樹（大阪府教育センター学校経営研
究室　指導主事），北村　素子（大阪府教育セン
ター教育相談室　首席指導主事），河上　こずえ
（大阪府教育センター教育相談室　主任指導主
事），平野　加奈子（大阪府教育センター教育相談
室　指導主事），中井　宏典（大阪府教育センター
教育相談室　首席指導主事），小川　裕之（大阪府
教育センター教育相談室　主任指導主事），足立
麻理（大阪府教育センター教育相談室　指導主
事），黒田　剛司（大阪府教育センター小中学校教
育推進室　首席指導主事），島末　智成（大阪府教
育センター小中学校教育推進室　主任指導主事），
赤塚　能章（大阪府教育センター小中学校教育推進
室　主任指導主事），土居　惣八（大阪府教育セン
ター小中学校教育推進室　指導主事），佐伯　穂高

大阪府大阪市
住吉区

24時間

令和4年6月1日、
令和4年7月27日、
令和4年9月21日、
令和4年10月19日、
令和4年11月11日、
令和4年11月25日、
令和4年12月7日

教諭

大阪府教育委員
会が実施する令
和４年度中堅教
諭等資質向上研
修を受講する小
学校教諭、中学
校教諭、義務教

育学校教諭

0円 40人

令和4年3月16日～
令和4年4月6日

(備考　大阪府教育委
員会が実施する令和４
年度中堅教諭等資質
向上研修受講対象者

のため一般募集は行わ
ない)

令04-
50530-
500250号

06-6692-1882
(内線： 302)

https://www.pref.osaka
.lg.jp/kyoikusomu/home
page/index.html
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

大阪府教育委員
会

【選択】【5、19】学校をめぐる状況
変化と組織的対応、教科指導及
び生徒指導上の課題（中堅教諭
等資質向上研修）

・学校をめぐる近年の状況の変化をふまえた、様々な問題
に対する組織的対応の必要性について学ぶ。
・学習指導要領の方向性について学び、学びが深まる指導
方法及び学習評価について理解する。
・生徒指導上の課題について、児童・生徒理解に基づいた
対応の理論や手法を理解する。
・一人ひとりを大切にした人権教育や特別支援教育の実践
や推進について理解する。
・子どものケアの在り方、児童・生徒や保護者との関係づくり
に生きるカウンセリングについて理解する。
4/20～5/11に防災教育、7/13～7/26にチームビルディング
【理論】、８/３～８/24にロジカルシンキング等をそれぞれ3
時間オンデマンド型で実施する。

河上　弘子（大阪府教育センター企画室　首席指導
主事），塩見　純也（大阪府教育センター企画室
主任指導主事），藪内　純子（大阪府教育センター
企画室　主任指導主事），大石　恵理（大阪府教育
センター企画室　指導主事），粟野　達也（大阪府
教育センター企画室　指導主事），粉生　英明（大
阪府教育センター企画室　指導主事），川本　晃亜
（大阪府教育センター企画室　指導主事），桂　武
士（大阪府教育センター企画室　指導主事），中西
いつ子（大阪府教育センター企画室　指導主事），
河野　雄（大阪府教育センター企画室　指導主
事），田中　宏樹（大阪府教育センター企画室　指
導主事），亀山　司（大阪府教育センター企画室
指導主事），赤松　真人（大阪府教育センター学校
経営研究室　首席指導主事），本田　史歩（大阪府
教育センター学校経営研究室　主任指導主事），赤
堀　隆史（大阪府教育センター学校経営研究室　主
任指導主事），西川　知秀（大阪府教育センター学
校経営研究室　指導主事），鈴木　章弘（大阪府教
育センター学校経営研究室　指導主事），田地　浩
（大阪府教育センター学校経営研究室　指導主
事），薮内　博樹（大阪府教育センター学校経営研
究室　指導主事），北村　素子（大阪府教育セン
ター教育相談室　首席指導主事），河上　こずえ
（大阪府教育センター教育相談室　主任指導主
事），平野　加奈子（大阪府教育センター教育相談
室　指導主事），中井　宏典（大阪府教育センター
教育相談室　首席指導主事），小川　裕之（大阪府
教育センター教育相談室　主任指導主事），足立
麻理（大阪府教育センター教育相談室　指導主
事），黒田　剛司（大阪府教育センター小中学校教
育推進室　首席指導主事），島末　智成（大阪府教
育センター小中学校教育推進室　主任指導主事），
赤塚　能章（大阪府教育センター小中学校教育推進
室　主任指導主事），土居　惣八（大阪府教育セン
ター小中学校教育推進室　指導主事），佐伯　穂高

大阪府大阪市
住吉区

24時間

令和4年6月22日、
令和4年7月26日、
令和4年9月14日、
令和4年11月2日、
令和4年11月11日、
令和4年11月25日、
令和4年11月30日

教諭

大阪府教育委員
会が実施する令
和４年度中堅教
諭等資質向上研
修を受講する小
学校教諭、中学
校教諭、義務教

育学校教諭

0円 20人

令和4年3月16日～
令和4年4月6日

(備考　大阪府教育委
員会が実施する令和４
年度中堅教諭等資質
向上研修受講対象者

のため一般募集は行わ
ない)

令04-
50530-
500251号

06-6692-1882
(内線： 302)

https://www.pref.osaka
.lg.jp/kyoikusomu/home
page/index.html

大阪府教育委員
会

【選択】【5、19】学校をめぐる状況
変化と組織的対応、教科指導及
び生徒指導上の課題（中堅教諭
等資質向上研修）

・学校をめぐる近年の状況の変化をふまえた、様々な問題
に対する組織的対応の必要性について学ぶ。
・学習指導要領の方向性について学び、学びが深まる指導
方法及び学習評価について理解する。
・生徒指導上の課題について、児童・生徒理解に基づいた
対応の理論や手法を理解する。
・一人ひとりを大切にした人権教育や特別支援教育の実践
や推進について理解する。
・子どものケアの在り方、児童・生徒や保護者との関係づくり
に生きるカウンセリングについて理解する。
4/20～5/11に防災教育、7/13～7/26にチームビルディング
【理論】、８/３～８/24にロジカルシンキング等をそれぞれ3
時間オンデマンド型で実施する。

河上　弘子（大阪府教育センター企画室　首席指導
主事），塩見　純也（大阪府教育センター企画室
主任指導主事），藪内　純子（大阪府教育センター
企画室　主任指導主事），大石　恵理（大阪府教育
センター企画室　指導主事），粟野　達也（大阪府
教育センター企画室　指導主事），粉生　英明（大
阪府教育センター企画室　指導主事），川本　晃亜
（大阪府教育センター企画室　指導主事），桂　武
士（大阪府教育センター企画室　指導主事），中西
いつ子（大阪府教育センター企画室　指導主事），
河野　雄（大阪府教育センター企画室　指導主
事），田中　宏樹（大阪府教育センター企画室　指
導主事），亀山　司（大阪府教育センター企画室
指導主事），赤松　真人（大阪府教育センター学校
経営研究室　首席指導主事），本田　史歩（大阪府
教育センター学校経営研究室　主任指導主事），赤
堀　隆史（大阪府教育センター学校経営研究室　主
任指導主事），西川　知秀（大阪府教育センター学
校経営研究室　指導主事），鈴木　章弘（大阪府教
育センター学校経営研究室　指導主事），田地　浩
（大阪府教育センター学校経営研究室　指導主
事），薮内　博樹（大阪府教育センター学校経営研
究室　指導主事），北村　素子（大阪府教育セン
ター教育相談室　首席指導主事），河上　こずえ
（大阪府教育センター教育相談室　主任指導主
事），平野　加奈子（大阪府教育センター教育相談
室　指導主事），中井　宏典（大阪府教育センター
教育相談室　首席指導主事），小川　裕之（大阪府
教育センター教育相談室　主任指導主事），足立
麻理（大阪府教育センター教育相談室　指導主
事），黒田　剛司（大阪府教育センター小中学校教
育推進室　首席指導主事），島末　智成（大阪府教
育センター小中学校教育推進室　主任指導主事），
赤塚　能章（大阪府教育センター小中学校教育推進
室　主任指導主事），土居　惣八（大阪府教育セン
ター小中学校教育推進室　指導主事），佐伯　穂高

大阪府大阪市
住吉区

24時間

令和4年6月22日、
令和4年7月27日、
令和4年9月21日、
令和4年11月2日、
令和4年11月11日、
令和4年11月25日、
令和4年12月7日

教諭

大阪府教育委員
会が実施する令
和４年度中堅教
諭等資質向上研
修を受講する小
学校教諭、中学
校教諭、義務教

育学校教諭

0円 20人

令和4年3月16日～
令和4年4月6日

(備考　大阪府教育委
員会が実施する令和４
年度中堅教諭等資質
向上研修受講対象者

のため一般募集は行わ
ない)

令04-
50530-
500252号

06-6692-1882
(内線： 302)

https://www.pref.osaka
.lg.jp/kyoikusomu/home
page/index.html
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

大阪府教育委員
会

【選択】【5、19】学校をめぐる状況
変化と組織的対応、教科指導及
び生徒指導上の課題（中堅教諭
等資質向上研修）

・学校をめぐる近年の状況の変化をふまえた、様々な問題
に対する組織的対応の必要性について学ぶ。
・生徒指導上の課題について、児童・生徒理解に基づいた
対応の理論や手法を理解する。
・一人ひとりを大切にした人権教育や特別支援教育の実践
や推進について理解する。
4/20～5/11に防災教育、５/18～６/１に授業づくり【理論】、
６/８～６/21にメンタリング【理論】、６/22～７/12に主体的・
対話的で深い学び【理論】、7/13～7/26にチームビルディン
グ【理論】、８/３～８/24にロジカルシンキング等をそれぞれ3
時間オンデマンド型で実施する。

河上　弘子（大阪府教育センター企画室　首席指導
主事），塩見　純也（大阪府教育センター企画室
主任指導主事），藪内　純子（大阪府教育センター
企画室　主任指導主事），大石　恵理（大阪府教育
センター企画室　指導主事），粟野　達也（大阪府
教育センター企画室　指導主事），粉生　英明（大
阪府教育センター企画室　指導主事），川本　晃亜
（大阪府教育センター企画室　指導主事），桂　武
士（大阪府教育センター企画室　指導主事），中西
いつ子（大阪府教育センター企画室　指導主事），
河野　雄（大阪府教育センター企画室　指導主
事），田中　宏樹（大阪府教育センター企画室　指
導主事），亀山　司（大阪府教育センター企画室
指導主事），赤松　真人（大阪府教育センター学校
経営研究室　首席指導主事），本田　史歩（大阪府
教育センター学校経営研究室　主任指導主事），赤
堀　隆史（大阪府教育センター学校経営研究室　主
任指導主事），西川　知秀（大阪府教育センター学
校経営研究室　指導主事），鈴木　章弘（大阪府教
育センター学校経営研究室　指導主事），田地　浩
（大阪府教育センター学校経営研究室　指導主
事），薮内　博樹（大阪府教育センター学校経営研
究室　指導主事），岡本　真澄（大阪府教育セン
ター高等学校教育推進室　首席指導主事），大野
陽子（大阪府教育センター高等学校教育推進室　主
任指導主事），佐々木　博章（大阪府教育センター
高等学校教育推進室　主任指導主事），吉川　淳司
（大阪府教育センター高等学校教育推進室　主任指
導主事），瀧上　健一（大阪府教育センター高等学
校教育推進室　指導主事），堀田　暁介（大阪府教
育センター高等学校教育推進室　指導主事），磯田
尚吾（大阪府教育センター高等学校教育推進室　指
導主事），朝倉　麻友（大阪府教育センター高等学
校教育推進室　指導主事），瀧北　清香（大阪府教
育センター高等学校教育推進室　指導主事），小山
田　敏（大阪府教育センター高等学校教育推進室

大阪府大阪市
住吉区

24時間
令和4年9月28日、
令和4年11月9日

教諭

大阪府教育委員
会が実施する令
和４年度中堅教
諭等資質向上研
修を受講する高
等学校教諭、特
別支援学校教諭

0円 55人

令和4年3月16日～
令和4年4月6日

(備考　大阪府教育委
員会が実施する令和４
年度中堅教諭等資質
向上研修受講対象者

のため一般募集は行わ
ない)

令04-
50530-
500253号

06-6692-1882
(内線： 302)

https://www.pref.osaka
.lg.jp/kyoikusomu/home
page/index.html

大阪府教育委員
会

【選択】【5、19】学校をめぐる状況
変化と組織的対応、教科指導及
び生徒指導上の課題（中堅教諭
等資質向上研修）

・学校をめぐる近年の状況の変化をふまえた、様々な問題
に対する組織的対応の必要性について学ぶ。
・生徒指導上の課題について、児童・生徒理解に基づいた
対応の理論や手法を理解する。
・一人ひとりを大切にした人権教育や特別支援教育の実践
や推進について理解する。
4/20～5/11に防災教育、５/18～６/１に授業づくり【理論】、
６/８～６/21にメンタリング【理論】、６/22～７/12に主体的・
対話的で深い学び【理論】、7/13～7/26にチームビルディン
グ【理論】、８/３～８/24にロジカルシンキング等をそれぞれ3
時間オンデマンド型で実施する。

河上　弘子（大阪府教育センター企画室　首席指導
主事），塩見　純也（大阪府教育センター企画室
主任指導主事），藪内　純子（大阪府教育センター
企画室　主任指導主事），大石　恵理（大阪府教育
センター企画室　指導主事），粟野　達也（大阪府
教育センター企画室　指導主事），粉生　英明（大
阪府教育センター企画室　指導主事），川本　晃亜
（大阪府教育センター企画室　指導主事），桂　武
士（大阪府教育センター企画室　指導主事），中西
いつ子（大阪府教育センター企画室　指導主事），
河野　雄（大阪府教育センター企画室　指導主
事），田中　宏樹（大阪府教育センター企画室　指
導主事），亀山　司（大阪府教育センター企画室
指導主事），赤松　真人（大阪府教育センター学校
経営研究室　首席指導主事），本田　史歩（大阪府
教育センター学校経営研究室　主任指導主事），赤
堀　隆史（大阪府教育センター学校経営研究室　主
任指導主事），西川　知秀（大阪府教育センター学
校経営研究室　指導主事），鈴木　章弘（大阪府教
育センター学校経営研究室　指導主事），田地　浩
（大阪府教育センター学校経営研究室　指導主
事），薮内　博樹（大阪府教育センター学校経営研
究室　指導主事），岡本　真澄（大阪府教育セン
ター高等学校教育推進室　首席指導主事），大野
陽子（大阪府教育センター高等学校教育推進室　主
任指導主事），佐々木　博章（大阪府教育センター
高等学校教育推進室　主任指導主事），吉川　淳司
（大阪府教育センター高等学校教育推進室　主任指
導主事），瀧上　健一（大阪府教育センター高等学
校教育推進室　指導主事），堀田　暁介（大阪府教
育センター高等学校教育推進室　指導主事），磯田
尚吾（大阪府教育センター高等学校教育推進室　指
導主事），朝倉　麻友（大阪府教育センター高等学
校教育推進室　指導主事），瀧北　清香（大阪府教
育センター高等学校教育推進室　指導主事），小山
田　敏（大阪府教育センター高等学校教育推進室

大阪府大阪市
住吉区

24時間
令和4年10月5日、
令和4年11月16日

教諭

大阪府教育委員
会が実施する令
和４年度中堅教
諭等資質向上研
修を受講する高
等学校教諭、特
別支援学校教諭

0円 55人

令和4年3月16日～
令和4年4月6日

(備考　大阪府教育委
員会が実施する令和４
年度中堅教諭等資質
向上研修受講対象者

のため一般募集は行わ
ない)

令04-
50530-
500254号

06-6692-1882
(内線： 302)

https://www.pref.osaka
.lg.jp/kyoikusomu/home
page/index.html

26 / 38 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

大阪府教育委員
会

【選択】【19】養護教諭に求められ
る今日的教育課題

・養護教諭に求められている資質や児童・生徒等を取り巻く
健康課題について、救急看護、養護教諭の果たすべき役割
など多角的に講義する。
・人権尊重の観点から、子どものケアの在り方、児童・生徒
や保護者との関係づくりに生きるカウンセリングについて理
解する。
4/20～5/11に防災教育、9/2～9/16に現代的健康課題をそ
れぞれ3時間オンデマンド型で実施する。また、5/27～6/10
に養護教諭の役割についてオンデマンド型及び双方向型を
併用して実施する。

河上　弘子（大阪府教育センター企画室　首席指導
主事），塩見　純也（大阪府教育センター企画室
主任指導主事），藪内　純子（大阪府教育センター
企画室　主任指導主事），大石　恵理（大阪府教育
センター企画室　指導主事），粟野　達也（大阪府
教育センター企画室　指導主事），粉生　英明（大
阪府教育センター企画室　指導主事），川本　晃亜
（大阪府教育センター企画室　指導主事），桂　武
士（大阪府教育センター企画室　指導主事），中西
いつ子（大阪府教育センター企画室　指導主事），
河野　雄（大阪府教育センター企画室　指導主
事），田中　宏樹（大阪府教育センター企画室　指
導主事），亀山　司（大阪府教育センター企画室
指導主事），北村　素子（大阪府教育センター教育
相談室　首席指導主事），河上　こずえ（大阪府教
育センター教育相談室　主任指導主事），平野　加
奈子（大阪府教育センター教育相談室　指導主
事），中井　宏典（大阪府教育センター教育相談室
首席指導主事），小川　裕之（大阪府教育センター
教育相談室　主任指導主事），足立　麻理（大阪府
教育センター教育相談室　指導主事），山岸　充典
（大阪府教育センター人権教育研究室　首席指導主
事），上出　仁美（大阪府教育センター人権教育研
究室　主任指導主事），井川　克弥（大阪府教育セ
ンター人権教育研究室　主任指導主事），藤本　真
之（大阪府教育センター人権教育研究室　指導主
事），澁谷　誠（大阪府教育センター人権教育研究
室　指導主事），髙垣　政志（大阪府教育センター
人権教育研究室　指導主事），上田　智之（大阪府
教育センター人権教育研究室　指導主事），大澤
由英（大阪府教育センター人権教育研究室　指導主
事），加藤　貴文（大阪府教育センター人権教育研
究室　指導主事），加納　真由美（大阪府教育セン
ター人権教育研究室　指導主事），山本　佐和子
（大阪府教育センター人権教育研究室　指導主
事），宇田　篤史（大阪府教育センター人権教育研

大阪府大阪市
住吉区

18時間
令和4年7月26日、
令和4年9月21日

養護教
諭

大阪府教育委員
会が実施する令
和４年度中堅教
諭等資質向上研
修を受講する養

護教諭

0円 5人

令和4年3月16日～
令和4年4月6日

(備考　大阪府教育委
員会が実施する令和４
年度中堅教諭等資質
向上研修受講対象者

のため一般募集は行わ
ない)

令04-
50530-
500255号

06-6692-1882
(内線： 302)

https://www.pref.osaka
.lg.jp/kyoikusomu/home
page/index.html

大阪府教育委員
会

【選択】【19】幼児教育の今日的
課題

「子ども理解」等にまつわるテーマから、幼稚園教諭、保育
教諭に求められる役割や子ども理解について考え、現場で
の実践・指導力につなげる。
また、５/25～６/８に幼児教育の現状と課題、９/７～９/22に
幼小接続をそれぞれ3時間オンデマンド型で実施する。

河上　弘子（大阪府教育センター企画室　首席
指導主事）
塩見　純也（大阪府教育センター企画室　主任
指導主事）
藪内　純子（大阪府教育センター企画室　主任
指導主事）
大石　恵理（大阪府教育センター企画室　指導
主事）
粟野　達也（大阪府教育センター企画室　指導
主事）
粉生　英明（大阪府教育センター企画室　指導
主事）
川本　晃亜（大阪府教育センター企画室　指導
主事）
桂　武士（大阪府教育センター企画室　指導主
事）
中西　いつ子（大阪府教育センター企画室　指
導主事）
河野　雄（大阪府教育センター企画室　指導主
事）
田中　宏樹（大阪府教育センター企画室　指導
主事）
亀山　司（大阪府教育センター企画室　指導主
事）

大阪府大阪市
住吉区

18時間

令和4年6月15日、
令和4年7月8日、
令和4年9月30日、
令和4年11月4日

教諭

大阪府教育委員
会が実施する令
和４年度中堅教
諭等資質向上研
修を受講する幼
稚園教諭、保育

教諭

0円 10人

令和4年3月16日～
令和4年4月6日

(備考　大阪府教育委
員会が実施する令和４
年度中堅教諭等資質
向上研修受講対象者

のため一般募集は行わ
ない)

令04-
50530-
500256号

06-6692-1882
(内線： 302)

https://www.pref.osaka
.lg.jp/kyoikusomu/home
page/index.html

鹿児島県教育委
員会

【選択】【1,3,12,18】教育の最新事
情１

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に勤務する教員（中学校教諭，高等
学校教諭）のうち，希望する者に対して「教育政策の動向と
本県（国）教育の課題」「児童生徒の発達，組織的対応」「特
別支援教育」「教育相談，生徒指導」の事項について講義や
演習を行い，教員に求められる最新の知識・技能の習得と
今日的な教育課題についての理解を深める。

森園　守（義務教育課指導監），川上　隆博（高
校教育課指導監），内田　奈緒美（義務教育課
主任指導主事兼義務教育係長），濵﨑　信一
（鹿児島県総合教育センター特別支援教育研
修課長），吉川　祐一（鹿児島県総合教育セン
ター特別支援教育研修係長(指導主事）），瀬戸
口　信一（鹿児島県総合教育センター教育相談
係長(指導主事）），梶原　淳（鹿児島県総合教
育センター教育相談課研究主事），青木　誠（鹿
児島県総合教育センター情報教育研修課研究
主事），藤野　研（鹿児島県総合教育センター教
科教育研修課研究主事），中山　拓郎（鹿児島
県総合教育センター教職研修課研究主事），岩
重　智美（鹿児島県総合教育センター教育相談
課研究主事），林　智美（鹿児島県総合教育セ
ンター教職研修課研究主事），今林　俊一（鹿児
島大学教育学部教授），立森　秀行（高校教育
課主任指導主事兼高校教育係長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年8月1日 教諭

職種（教諭）、学
校種（中学校、義
務教育学校（後

期課程）、高等学
校）

0円 100人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500114号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

鹿児島県教育委
員会

【選択】【1,3,12,18】教育の最新事
情１

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する職員（小学校教諭，
特別支援学校教諭，養護教諭，栄養教諭）のうち，希望する
者に対して「教育政策の動向と本県（国）教育の課題」「児童
生徒の発達，組織的対応」「特別支援教育」「教育相談・生
徒指導」の事項について講義や演習を行い，教員に求めら
れる最新の知識・技能の習得と今日的な教育課題について
の理解を深める。

森園　守（義務教育課指導監），内田　奈緒美
（義務教育課主任指導主事兼義務教育係長），
濵﨑　信一（鹿児島県総合教育センター特別支
援教育研修課長），吉川　祐一（鹿児島県総合
教育センター特別支援教育研修係長(指導主
事）），瀬戸口　信一（鹿児島県総合教育セン
ター教育相談係長(指導主事）），梶原　淳（鹿児
島県総合教育センター教育相談課研究主事），
湯之前　学（鹿児島県総合教育センター教職研
修係長(指導主事）），石川　雅仁（鹿児島県総
合教育センター教科教育研修課研究主事），岩
重　智美（鹿児島県総合教育センター教育相談
課研究主事），山之口　和孝（鹿児島県総合教
育センター特別支援教育研修課研究主事），大
原　暁子（鹿児島県総合教育センター教職研修
課研究主事），林　智美（鹿児島県総合教育セ
ンター教職研修課研究主事），今林　俊一（鹿児
島大学教育学部教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年7月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

職種（教諭、養護
教諭、栄養教

諭）、学校種（小
学校、義務教育
学校（前期課

程）、特別支援学
校）

0円 100人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500115号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【2,7,10】教育の最新事情
２

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する職員（小学校教諭，
特別支援学校教諭，養護教諭，栄養教諭）のうち，希望する
者に対して「教育法令」や「組織的対応」の事項について講
義や演習を行い，教員に求められる最新の知識・技能の習
得についての理解を深める。

宮田　俊一（鹿児島県総合教育センター所長），大
重　満明（鹿児島県総合教育センター教職研修課
長），松本　眞一（教職員課主幹兼職員係長），宮
内　隆靖（鹿児島県総合教育センター企画課研究主
事），松永　英一（鹿児島県総合教育センター教科
教育研修課義務教育研修係長(指導主事）），植元
裕次（鹿児島県総合教育センター教科教育研修課研
究主事），大原　暁子（鹿児島県総合教育センター
教職研修課研究主事），濱川　達一（鹿児島県総合
教育センター教職研修課研究主事），有村　和章
（鹿児島県総合教育センター教科教育研修課研究主
事），税所　篤代（鹿児島県総合教育センター教職
研修課研究主事），才川　文秋（鹿児島県総合教育
センター教科教育研修課研究主事），林　智美（鹿
児島県総合教育センター教職研修課研究主事），宇
田　学治（鹿児島県総合教育センター特別支援教育
研修課研究主事），古定　周（鹿児島県総合教育セ
ンター教職研修課研究主事），湯之前　学（鹿児島
県総合教育センター教職研修係長(指導主事））

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年7月26日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

職種（教諭、養護
教諭、栄養教

諭）、学校種（小
学校、義務教育
学校（前期課

程）、特別支援学
校）

0円 100人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500116号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

鹿児島県教育委
員会

【選択】【2,7,10】教育の最新事情
２

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する職員（中学校教諭，
高等学校教諭）のうち，希望する者に対して「教育法令」や
「組織的対応」の事項について講義や演習を行い，教員に
求められる最新の知識・技能の習得についての理解を深め
る。

宮田　俊一（鹿児島県総合教育センター所長），坂
元　誠司（教職員課主幹），眞正　基道（鹿児島県
総合教育センター教科教育研修課研究主事），内
祥一郎（鹿児島県総合教育センター教科教育研修課
研究主事），㞍無濵　正和（鹿児島県総合教育セン
ター教科教育研修課研究主事），中山　拓郎（鹿児
島県総合教育センター教職研修課研究主事），大原
暁子（鹿児島県総合教育センター教職研修課研究主
事），梅本　かおり（鹿児島県総合教育センター教
科教育研修課研究主事），古澤　聖子（鹿児島県総
合教育センター企画課研究主事），税所　篤代（鹿
児島県総合教育センター教職研修課研究主事），湯
之前　学（鹿児島県総合教育センター教職研修係長
(指導主事）），本山　和仁（鹿児島県総合教育セ
ンター教科教育研修課研究主事（指導主事）），古
定　周（鹿児島県総合教育センター教職研修課研究
主事），瀬戸口　忍（鹿児島県総合教育センター教
科教育研修課高校教育研修係長(指導主事）），林
智美（鹿児島県総合教育センター教職研修課研究主
事），瀬戸口　信一（鹿児島県総合教育センター教
育相談係長(指導主事）），脇田　健吾（鹿児島県
総合教育センター教科教育研修課研究主事），大重
満明（鹿児島県総合教育センター教職研修課長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年8月2日 教諭

職種（教諭）、学
校種（中学校、義
務教育学校（後

期課程）、高等学
校）

0円 100人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500117号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【15】小学校　道徳

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校道徳に関する学習指導の在り方につ
いて，小学校学習指導要領を基に講義を行う。また，各自
の実践事例を基に指導上の課題と改善策について協議した
り，学習指導案を作成したりする。

加藤　淳一（義務教育課指導主事）
有村　和章（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年7月27日 教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 40人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500118号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】小学校　総合的な学
習の時間

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校の総合的な学習の時間に関する学習
指導の在り方等について，小学校学習指導要領を基に講義
を行う。また，各自の実践事例を基に指導上の課題と改善
策について協議したり，学習指導案を作成したりする。

中熊　信仁（鹿児島市教育委員会学校教育課
指導主事）
満尾　明希子（鹿児島市教育委員会学校教育
課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年7月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭，特
別支援学校教

諭，養護教諭，栄
養教諭

0円 40人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500119号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】小学校　特別活動

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校学習指導要領における特別活動の目
標や内容を解説するとともに，特別活動の指導法の工夫・
改善についての専門的・実践的な講義・演習を行う。

内　祥一郎（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
植元　裕次（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年7月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭，特
別支援学校教

諭，養護教諭，栄
養教諭

0円 30人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500120号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】小学校　生徒指導

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，学校カウンセリングの考え方に基づいた小学
校における生徒指導上の諸課題への対応や未然防止に向
けた取組，生徒指導体制の確立などについての講義・演習
を行う。

梶原　淳（鹿児島県総合教育センター教育相談
課研究主事）
瀬戸口　信一（鹿児島県総合教育センター教育
相談係長(指導主事））

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年7月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭，特
別支援学校教

諭，養護教諭，栄
養教諭

0円 40人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500121号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】小学校　学級経営

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校の学級経営の在り方について講義を
行う。また，個々の実践事例を基に，指導上の課題と改善
策について協議する。

小谷　智美（鹿児島市教育委員会学校教育課
指導主事）
永田　佳子（鹿児島市教育委員会学校教育課
指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年7月27日 教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 40人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500122号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

鹿児島県教育委
員会

【選択】【12】小学校・特別支援学
校　学校カウンセリング

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，教育相談活動の力量を高める学校カウンセ
リングの理論と方法についての理解を深めるために，小学
校・特別支援学校の授業や学校経営等における開発的カウ
ンセリングの積極的活用，教育相談場面を想定したロール
プレイング，事例研究会の進め方などの講義・演習を行う。

岩重　智美（鹿児島県総合教育センター教育相
談課研究主事）
有馬　純子（鹿児島県総合教育センター教育相
談課長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年7月27日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭，特
別支援学校教

諭，養護教諭，栄
養教諭

0円 40人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500123号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【18】小学校・特別支援学
校　情報教育

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，情報教育の内容・方法を解説するとともに，
小学校・特別支援学校の教科指導における情報教育や情
報モラルの指導，学習指導へのICT活用の在り方につい
て，学習指導案作成を中心に講義・演習を行う。

野本　正樹（鹿児島県総合教育センター情報教
育研修係長（指導主事））
木原　敏行（鹿児島県総合教育センター情報教
育研修課長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年7月27日 教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 20人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500124号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】小学校　国語

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校学習指導要領の国語科の目標及び
内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるため
の国語科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

石川　雅仁（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
松永　英一（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課義務教育研修係長（指導主事））

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年7月28日～
令和4年7月29日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 30人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500125号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】小学校　社会

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校学習指導要領の社会科の目標及び
内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるため
の社会科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

才川　文秋（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
㞍無濵　正和（鹿児島県総合教育センター教科
教育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年7月28日～
令和4年7月29日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 24人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500126号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】小学校　算数

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校学習指導要領の算数科の目標及び
内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるため
の算数科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

植元　裕次（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
本山　和仁（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年7月28日～
令和4年7月29日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 24人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500127号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】小学校　理科

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校学習指導要領の理科の目標及び内
容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるための
理科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

有村　和章（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
内　祥一郎（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年7月28日～
令和4年7月29日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 20人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500128号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】小学校　生活

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校学習指導要領の生活科の目標及び
内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるため
の生活科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

大原　暁子（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）
河野　恵（義務教育課指導主事）
林　智美（鹿児島県総合教育センター教職研修
課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年7月28日～
令和4年7月29日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 30人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500129号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】小学校　音楽

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校学習指導要領の音楽科の目標及び
内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるため
の音楽科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

山中　裕美（義務教育課指導主事）
中山　拓郎（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年7月28日～
令和4年7月29日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 20人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500130号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】小学校　図画工作

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校学習指導要領の図画工作科の目標
及び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせる
ための図画工作科学習指導法について，演習も含めた講
義を行う。

濱川　達一（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）
吉留　雅樹（義務教育課主任指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年7月28日～
令和4年7月29日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 20人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500131号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】小学校　家庭

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校学習指導要領の家庭科の目標及び
内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるため
の家庭科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

棈松　真由（鹿児島県総合教育センター企画課
研究主事）
税所　篤代（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年7月28日～
令和4年7月29日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 10人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500132号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【3】特別支援教育　通常
の学級における指導・支援

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校における発達障害に関する理解や具
体的な指導・支援の在り方に関する研修を行い，指導力の
向上を目指す。

古村　洋介（鹿児島県総合教育センター特別支
援教育研修課研究主事）
宇田　学治（鹿児島県総合教育センター特別支
援教育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年7月28日～
令和4年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭，特
別支援学校教

諭，養護教諭，栄
養教諭

0円 30人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500133号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【3】特別支援学校・特別
支援学級における指導・支援

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，特別支援学校や特別支援学級における障害
のある幼児児童生徒の心理や教育課程，指導法に関する
研修を行い，障害のある幼児児童生徒への教育に携わる
教員としての専門性の向上を目指す。

山之口　和孝（鹿児島県総合教育センター特別
支援教育研修課研究主事）
吉川　祐一（鹿児島県総合教育センター特別支
援教育研修係長（指導主事））

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年7月28日～
令和4年7月29日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 30人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500134号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】小学校・特別支援学
校　体育

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，小学校体育科及び特別支援学校体育科・保
健体育科に関する学習指導の在り方について，学習指導要
領を基に講義・実技を行う。また，個々の実践事例を基に，
指導上の課題と改善策について協議する。

谷口　功（鹿児島県総合体育センター体育研修
主事）
神薗　義和（鹿児島県総合体育センター体育研
修主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年7月28日～
令和4年7月29日

教諭
小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円 40人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500135号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】健康教育

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，1日目は現代的な健康課題や保健指導，食
育等に関する内容について講義を行う。2日目は主に教諭・
養護教諭を対象とした保健学習の進め方や性に関する指
導等に関する講座と，主に栄養教諭を対象とした食に関す
る指導の進め方や給食管理等に関する講座とを複線化し，
学校の課題に応じた指導力や専門性を高める。

楠生　勝宏（保健体育課主任指導主事兼健康
教育係長）
栗山　稔久（保健体育課指導主事）
常山　隆治（保健体育課指導主事）
田丸　武彦（保健体育課指導主事）
基永　恵（保健体育課指導主事）
山本　愛（保健体育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年7月28日～
令和4年7月29日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

小学校教諭，特
別支援学校教

諭，養護教諭，栄
養教諭

0円 40人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500136号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【15】中学校　道徳

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校道徳に関する学習指導の在り方等に
ついて，中学校学習指導要領を基に講義を行う。また，各自
の実践事例を基に指導上の課題と改善策について協議した
り，学習指導案を作成したりする。

有村　和章（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
中村　太一（義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年8月3日 教諭 中学校教諭 0円 30人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500137号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】中学校　総合的な学
習の時間

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校の総合的な学習の時間に関する学習
指導の在り方等について，中学校学習指導要領を基に講義
を行う。また，各自の実践事例を基に指導上の課題と改善
策について協議したり，学習指導案を作成したりする。

馬込　昇（鹿児島市教育委員会学校教育課指
導主事）
加藤　寛樹（鹿児島市教育委員会学校教育課
指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校教諭，養
護教諭，栄養教

諭
0円 40人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500138号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】中学校　特別活動

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して中学校学習指導要領における特別活動の目
標や内容を解説するとともに，特別活動の指導法の工夫・
改善についての専門的・実践的な講義・演習を行う。

重丸　功志郎（鹿児島市教育委員会学校教育
課指導主事）
帖地　宏治（鹿児島市教育委員会学校教育課
指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校教諭，養
護教諭，栄養教

諭
0円 40人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500139号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】中学校　生徒指導

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，学校カウンセリングの考え方に基づいた中学
校における生徒指導上の諸課題への対応や未然防止に向
けた取組，生徒指導体制の確立などについての講義・演習
を行う。

有馬　純子（鹿児島県総合教育センター教育相
談課長）
梶原　淳（鹿児島県総合教育センター教育相談
課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校教諭，養
護教諭，栄養教

諭
0円 40人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500140号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】中学校　学級経営

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校の学級経営の在り方について講義を
行う。また，個々の実践事例を基に，指導上の課題と改善
策について協議する。

古定　周（鹿児島県総合教育センター教職研修
課研究主事）
濱川　達一（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年8月3日 教諭 中学校教諭 0円 30人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500141号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【12】中学校・高等学校
学校カウンセリング

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，教育相談活動の力量を高める学校カウンセ
リングの理論と方法についての理解を深めるために，中学
校・高等学校の授業や学級経営等における開発的カウンセ
リングの積極的活用，教育相談場面を想定したロールプレ
イング，事例研究会の進め方などの講義や演習を行う。

岩重　智美（鹿児島県総合教育センター教育相
談課研究主事）
有馬　純子（鹿児島県総合教育センター教育相
談課長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校教諭，高
等学校教諭，養
護教諭，栄養教

諭

0円 40人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500142号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【18】中学校・高等学校
情報教育

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，情報教育の内容・方法を解説するとともに，
中学校・高等学校の教科指導における情報教育や情報モラ
ルの指導，学習指導へのICT利活用の在り方について，学
習指導案作成を中心に講義・演習を行う。

木原　敏行（鹿児島県総合教育センター情報教
育研修課長）
野本　正樹（鹿児島県総合教育センター情報教
育研修係長（指導主事））

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年8月3日 教諭
中学校教諭，高

等学校教諭
0円 20人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500143号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】高等学校　生徒指導

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，学校カウンセリングの考え方に基づいた高等
学校における生徒指導上の諸課題への対応や未然防止に
向けた取組，生徒指導体制の確立などについての講義・演
習を行う。

有馬　純子（鹿児島県総合教育センター教育相
談課長）
瀬戸口　信一（鹿児島県総合教育センター教育
相談係長（指導主事））

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年8月3日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

高等学校教諭，
養護教諭，栄養

教諭
0円 40人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500144号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【13】高等学校　進路指導

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，高等学校の進路指導の在り方について講義
を行う。また，個々の実践事例を基に指導上の課題と改善
策について協議する。

有嶋　宏一（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
福元　洋介（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課長）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 令和4年8月3日 教諭 高等学校教諭 0円 40人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500145号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】中学校　国語

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校学習指導要領の国語科の目標及び
内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるため
の国語科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

松永　英一（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課義務教育研修係長（指導主事））
石川　雅仁（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
中学校教諭（国

語）
0円 30人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500146号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】中学校　社会

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校学習指導要領の社会科の目標及び
内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるため
の社会科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

㞍無濵　正和（鹿児島県総合教育センター教科
教育研修課研究主事）
才川　文秋（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
中学校教諭（社

会）
0円 16人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500147号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】中学校　数学

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校学習指導要領の数学科の目標及び
内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるため
の数学科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

本山　和仁（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
植元　裕次（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
中学校教諭（数

学）
0円 40人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500148号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】中学校　理科

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校学習指導要領の理科の目標及び内
容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるための
理科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

内　祥一郎（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
有村　和章（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
中学校教諭（理

科）
0円 16人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500149号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】中学校　技術・家庭
（技術分野）

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校学習指導要領の技術・家庭科（技術
分野）の目標及び内容を解説するとともに，確かな学力を身
に付けさせるための技術・家庭科（技術分野）学習指導法に
ついて，演習も含めた講義を行う。

古定　周（鹿児島県総合教育センター教職研修
課研究主事）
梶原　淳（鹿児島県総合教育センター教育相談
課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
中学校教諭（技

術・家庭）
0円 8人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500150号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【16】中学校　外国語

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校学習指導要領の外国語科（英語）の
目標及び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさ
せるための外国語科（英語）学習指導法について，演習も含
めた講義を行う。

眞正　基道（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
別枝　昌仁（義務教育課主任指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
中学校教諭（英

語）
0円 40人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500151号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】中学校・高等学校
音楽

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校学習指導要領の音楽科及び高等学
校学習指導要領の芸術科（音楽）の目標・内容を解説すると
ともに，確かな学力を身に付けさせるための音楽科学習指
導法について，演習も含めた講義を行う。

中山　拓郎（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）
山中　裕美（義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
中学校教諭（音

楽），高等学校教
諭（音楽）

0円 20人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500152号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】中学校・高等学校
美術

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校学習指導要領の美術科及び高等学
校学習指導要領の芸術科（美術）の目標・内容を解説すると
ともに，確かな学力を身に付けさせるための美術科学習指
導法について，演習も含めた講義を行う。

吉留　雅樹（義務教育課主任指導主事）
濱川　達一（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
中学校教諭（美

術），高等学校教
諭（美術）

0円 20人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500153号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】中学校・高等学校
家庭

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校・高等学校学習指導要領の家庭科の
目標及び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさ
せるための家庭科学習指導法について，演習も含めた講義
を行う。

税所　篤代（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）
吉永　めぐみ（高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
中学校教諭（技
術・家庭），高等
学校教諭（家庭）

0円 12人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500154号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【3】発達障害等のある生
徒への指導・支援

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，発達障害に関する理解や中学校・高等学校
の生徒への具体的な指導・支援の在り方に関する研修を行
い，指導力の向上を目指す。

宇田　学治（鹿児島県総合教育センター特別支
援教育研修課研究主事）
山之口　和孝（鹿児島県総合教育センター特別
支援教育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

中学校教諭，高
等学校教諭，養
護教諭，栄養教

諭

0円 30人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500155号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】高等学校　国語

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，高等学校学習指導要領の国語科の目標及
び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるた
めの国語科学習指導法について，演習も含めた講義を行
う。

梅本　かおり（鹿児島県総合教育センター教科
教育研修課研究主事）
小島　健志（高校教育課指導主事）
福重　成美（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
高等学校教諭

（国語）
0円 20人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500156号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】高等学校　地理歴史

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，高等学校学習指導要領の地理歴史科の目
標及び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせ
るための地理歴史科学習指導法について，演習も含めた講
義を行う。

永盛　光国（高校教育課指導主事）
瀬戸口　忍（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課高校教育研修係長（指導主事））

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
高等学校教諭
（地理歴史）

0円 16人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500157号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】高等学校　公民

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，高等学校学習指導要領の公民科の目標及
び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるた
めの公民科学習指導法について，演習も含めた講義を行
う。

瀬戸口　忍（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課高校教育研修係長（指導主事））
永盛　光国（高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
高等学校教諭

（公民）
0円 16人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500158号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】高等学校　数学

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，高等学校学習指導要領の数学科の目標及
び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるた
めの数学科学習指導法について，演習も含めた講義を行
う。

當　大輝（鹿児島県総合教育センター教科教育
研修課研究主事）
水迫　慎也（高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
高等学校教諭

（数学）
0円 20人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500159号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】高等学校　理科

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，高等学校学習指導要領の理科の目標及び
内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるため
の理科学習指導法について，演習も含めた講義を行う。

大野　康博（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
藤野　研（鹿児島県総合教育センター教科教育
研修課研究主事）
脇田　健吾（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
高等学校教諭

（理科）
0円 16人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500160号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【16】高等学校　外国語

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，高等学校学習指導要領の外国語科（英語）
の目標及び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付
けさせるための外国語科（英語）学習指導法について，演習
も含めた講義を行う。

有嶋　宏一（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
𠮷原　宇勇（高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
高等学校教諭

（英語）
0円 15人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500161号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】高等学校　商業

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，高等学校学習指導要領の商業科の目標及
び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるた
めの商業科学習指導法について，演習も含めた講義を行
う。

吉松　和倫（高校教育課指導主事）
青木　誠（鹿児島県総合教育センター情報教育
研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
高等学校教諭

（商業）
0円 20人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500162号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】高等学校　工業

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，高等学校学習指導要領の工業科の目標及
び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるた
めの工業科学習指導法について，演習も含めた講義を行
う。

北吉　美大（高校教育課指導主事）
大坪　睦貴（鹿児島県総合教育センター情報教
育研修課研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
高等学校教諭

（工業）
0円 10人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500163号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】中学校・高等学校　
保健体育

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，中学校体育科及び高等学校体育科・保健体
育科に関する学習指導の在り方について，学習指導要領を
基に講義・実技を行う。また，個々の実践事例を基に，指導
上の課題と改善策について協議する。

神薗　義和（鹿児島県総合体育センター体育研
修主事）
谷口　功（鹿児島県総合体育センター体育研修
主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭

中学校教諭（保
健体育），高等学
校教諭（保健体

育）

0円 40人
令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500164号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

【選択】【19】高等学校　農業

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）
該当者及び本県の離島に現在勤務する教員のうち，希望す
る者に対して，高等学校学習指導要領の農業科の目標及
び内容を解説するとともに，確かな学力を身に付けさせるた
めの農業科学習指導法について，演習も含めた講義を行
う。

栗山　典友喜（高校教育課指導主事）
益満　隆宏（鹿児島県立農業大学校　准教授）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
令和4年8月4日～
令和4年8月5日

教諭
高等学校教諭

（農業）
0円 10人

令和4年4月25日～
令和4年5月17日

令04-
50910-
500165号

099-286-5298
http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

沖縄県教育委員
会

【選択】【１９】沖縄県運動部活動
指導者研修会

学校における運動部活動について、望ましい運営や指導方
法、事故防止等について知見を広め、指導力の向上を図
る。
①指導者としての責任と義務
②運動部活動の現状と課題（地域部活動等）
③運動中の事故防止について
④運動部活動における科学的な指導の視点

宮城　敏也（保健体育課　班長）
城田　亮（保健体育課　指導主事）
髙良　朝彦（保健体育課　指導主事）
仲座　正（保健体育課　主任指導主事）

沖縄県沖縄市 6時間 令和4年5月14日 教諭
小・中・高・特別
支援各学校の体

育担当教諭
0円 100人

令和4年4月5日～
令和4年4月26日

(備考　教員免許状更
新講習「一般公募対象
は本県教諭のみ。」)

令04-
50930-
500240号

098-866-2726　
(内線： 4186)

http://www.pref.okinaw
a.jp/edu/index.html
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

沖縄県教育委員
会

【選択】【１９】沖縄県体力つくり・
体育指導改善講習会

児童生徒の体力向上を目指し、生涯体育・スポーツを推進
する観点から学校体育の工夫・改善について講義及び実技
講習を行うことにより学校体育指導者の資質向上を図る。
①確かな運動能力・体力を育成する体育授業づくり
②体つくり運動の内容と方法（実技講習）
③児童生徒の運動能力、体力の現状と実践事例研究

宮城　敏也（保健体育課　班長）
城田　亮（保健体育課　指導主事）
髙良　朝彦（保健体育課　指導主事）
仲座　正（保健体育課　主任指導主事）

沖縄県那覇市 6時間 令和4年7月27日 教諭
小・中・高・特別
支援各学校の体

育担当教諭
0円 100人

令和4年4月5日～
令和4年4月26日

(備考　教員免許状更
新講習「一般公募対象
は本県教諭のみ。」)

令04-
50930-
500241号

098-866-2726　
(内線： 4186)

http://www.pref.okinaw
a.jp/edu/index.html

沖縄県教育委員
会

【選択】【１９】沖縄県小学校体育
実技指導者講習会

児童・生徒の運動スポーツに親しむ資質や能力の育成を図
るため、体育・保健体育担当教諭等の実技研修を通して指
導力の向上を図る。
①児童生徒の体力向上を図るための指導者の役割
②体育・保健体育科授業に関する指導のマネジメント及び
系統性を踏まえた
　指導内容の見直しについて
③小学校体育科のうち、２ないし3領域の実技研修

宮城　敏也（保健体育課　班長）
城田　亮（保健体育課　指導主事）
髙良　朝彦（保健体育課　指導主事）
仲座　正（保健体育課　主任指導主事）

沖縄県那覇市 6時間 令和4年7月29日 教諭

小・中・高・特別
支援各学校の体
育、保健体育担

当教諭

0円 100人

令和4年4月5日～
令和4年4月26日

(備考　教員免許状更
新講習「一般公募対象
は本県教諭のみ。」)

令04-
50930-
500242号

098-866-2726　
(内線： 4186)

http://www.pref.okinaw
a.jp/edu/index.html

沖縄県教育委員
会

【選択】【１９】沖縄県幼稚園運動
実技指導者養成講習会

幼児期における身体活動の課題と運動の意義について理
解を深め、運動実技研修を通して幼稚園教諭等の指導力向
上を図る。
①幼児期運動指針（文科省）の意義と内容の理解
②幼児期における身体活動の課題と運動の意義
③小学校体育とのつながり
④運動遊び等の実技研修

宮城　敏也（保健体育課　班長）
城田　亮（保健体育課　指導主事）
髙良　朝彦（保健体育課　指導主事）
仲座　正（保健体育課　主任指導主事）

沖縄県那覇市 6時間 令和4年8月1日 教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校（幼稚
部、小学部）教
諭、幼保連携型
認定こども園保

育教諭

0円 100人

令和4年4月5日～
令和4年4月26日

(備考　教員免許状更
新講習「本県教諭のみ
対象。一般公募なし」)

令04-
50930-
500243号

098-866-2726　
(内線： 4186)

http://www.pref.okinaw
a.jp/edu/index.html

沖縄県教育委員
会

【選択】【１９】沖縄県学校体育実
技武道指導者養成講習会

小・中・高・特別支援各学校における武道指導者の養成を
行い、学校体育の指導の充実を図るとともに、認定講習会
における昇段昇級取得の手がかりとする。
①柔道・剣道・空手道等の歴史や特性、基本動作や型の習
得
②学校授業実施における指導方法と安全面への配慮等の
留意点の習得

宮城　敏也（保健体育課　班長）
城田　亮（保健体育課　指導主事）
髙良　朝彦（保健体育課　指導主事）
仲座　正（保健体育課　主任指導主事）

沖縄県那覇市 13時間 令和4年8月3日 教諭

小学校教諭及び
中・高・特別支援
各学校の武道の
指導担当教諭

0円 30人

令和4年4月5日～
令和4年4月26日

(備考　教員免許状更
新講習「一般公募対象
は本県教諭のみ。」)

令04-
50930-
500244号

098-866-2726　
(内線： 4186)

http://www.pref.okinaw
a.jp/edu/index.html

沖縄県教育委員
会

【選択】【１9】沖縄県夏期ダンス実
技研修会

幼児児童生徒の運動やスポーツに親しむ資質や能力の育
成を図るため、ダンスの実技研修を通して、体育担当教諭
等の指導力を向上させ、体育・保健体育教育の充実に資す
る。なお、ダンスは幼稚園や小学校、中・高等学校の部活動
等においても指導される機会があることから、保健体育科教
諭以外も対象とする。
①パートナーストレッチ
②グループリズムダンス
③表現体験を深める学習
④創作ダンス

牛山　眞貴子（愛媛大学　社会共創学部　教授　
愛媛大学　社会共創学部　教授）
髙良　朝彦（保健体育課　指導主事）
仲座　正（保健体育課　主任指導主事）

沖縄県那覇市 6時間 令和4年8月5日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭及び幼保
連携型認定こど
も園保育教諭

2,000円 100人

令和4年4月5日～
令和4年4月26日

(備考　教員免許状更
新講習「一般公募対象
は本県教諭のみ。」)

令04-
50930-
500245号

098-866-2726　
(内線： 4186)

http://www.pref.okinaw
a.jp/edu/index.html

公益財団法人全
国学校農場協会

【選択】【19】令和4年度農業実
験・実習講習会「農業と環境」

①「次世代農業のイノベーション」について講習を実施する。
②農産物貿易に伴う農業の変化について
③スマート農業の応用編、ロボットトラクターの活用技術、セ
ンシング技術の有効利用、気象データ活用について
④HACCP認証施設等の視察

仙北谷　康（帯広畜産大学　教授）
木村　賢人（帯広畜産大学　准教授）
木下　林太郎（帯広畜産大学　助教）
藤本　与（帯広畜産大学　助教）

北海道帯広市 18時間
令和4年8月1日～
令和4年8月5日

教諭
栄養教

諭

中（技術・家庭
科・理科）高（農
業・家庭・理科）
教諭、栄養教諭

10,000円 30人
令和4年4月1日～
令和4年6月1日

令04-
80008-
500303号

03-3463-7721
http://www.nojokyokai.
or.jp
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

公益財団法人全
国学校農場協会

【選択】【19】令和4年度農業実
験・実習講習会「農業と環境」

『農業と環境に関する講義と実験実習について学ぶ』
①植物ＤＮＡの抽出と手動PCRの実際－遺伝子診断の基礎
－
②食品の機能性について　実験「食品成分の抽出と効能評
価」
③環境中の微生物の諸性状
④農地のリモートセンシング　実習「水稲生育状況の評価」
⑤大気環境と湖沼水質について　実験「酸性雨と湖沼のア
ルカリ度の測定」
⑥農薬類の生態影響について　実験「緑藻とミジンコを使用
したバイオアッセイ」
⑦薄層クロマトグラフィーによる生薬成分の検出方法

鈴木　浩司（富山県立大学工学部　准教授）
渡辺　幸一（富山県立大学工学部　教授）
星川　圭介（富山県立大学工学部　教授）
坂本　正樹（富山県立大学工学部　准教授）
五十嵐　康宏（富山県立大学工学部　教授）
安田　佳織（富山県立大学工学部　講師）
小笠原　勝（富山県薬事総合研究開発センター 　
製剤開発支援センター長）
小木曽　英夫（富山県薬事総合研究開発セン
ター 試験課　副主幹研究）
米田　哲也（富山県薬事総合研究開発センター 
試験課　主任研究員）
高山　信幸（富山県薬事総合研究開発センター 
試験課　研究員）

富山県射水市 18時間
令和4年8月8日～
令和4年8月12日

教諭
栄養教

諭

中（技術・家庭
科・理科）高（農
業・家庭・理科）
教諭、栄養教諭

10,000円 30人
令和4年4月1日～
令和4年6月1日

令04-
80008-
500304号

03-3463-7721
http://www.nojokyokai.
or.jp

公益財団法人全
国学校農場協会

【選択】【19】令和4年度農業実
験・実習講習会「農業と環境」

①野菜の窒素栄養に対する反応と品質成分
②三重大学農場におけるGAPの実践（とるGAP、するGAP）
③栽培土壌の地温制御
④遺伝子と食品と安全を考える
⑤農業とデータ
⑥農業ロボットのためのAI開発

名田　和義（三重大学大学院生物資源学研究
科 資源循環学専攻・農業生物学講座・ 教授），
森尾　吉成（三重大学大学院生物資源学研究
科 共生環境学専攻・環境情報システム工学講
座・教授），長屋　祐一（三重大学大学院生物資
源学研究科 資源循環学専攻・農業生物学講
座・ 准教授），福島　崇志（三重大学大学院生
物資源学研究科 共生環境学専攻・環境情報シ
ステム工学講座・准教授），内藤　啓貴（三重大
学大学院生物資源学研究科 共生環境学専攻・
環境情報システム工学講座・助教），奥田　均
（三重大学大学院生物資源学研究科附属紀
伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセン
ター・教授），長管　輝義（三重大学大学院生物
資源学研究科附属紀伊・黒潮生命地域フィール
ドサイエンスセンター・教授），三島　隆（三重大
学大学院生物資源学研究科附属紀伊・黒潮生
命地域フィールドサイエンスセンター・准教授）

三重県津市 18時間
令和4年8月15日～
令和4年8月19日

教諭
栄養教

諭

中（技術・家庭
科・理科）高（農
業・家庭・理科）
教諭、栄養教諭

10,000円 30人
令和4年4月1日～
令和4年6月1日

令04-
80008-
500305号

03-3463-7721
http://www.nojokyokai.
or.jp

公益財団法人全
国学校農場協会

【選択】【19】令和4年度農業実
験・実習講習会「農業と環境」

科目「農業と環境」は、農業学習への導入を図る基礎的な
科目である。
以下の農業と環境に関する講義と実験実習について学ぶ。
①　農業と水環境
②　園芸資源の生産と利用
③　香川で育つ希少糖
④　植物の品種改良、イネの品種識別
⑤　香川県の里山と植物

山田　佳裕（香川大学農学部　教授）
奥田　延幸（香川大学農学部　教授）
高村　武二郎（香川大学農学部　教授）
別府　賢治（香川大学農学部　教授）
望岡　亮介（香川大学農学部　教授）
吉原　明秀（香川大学農学部　准教授）
杉田（小西）　左江子（香川大学農学部　准教
授）
小林　剛（香川大学農学部　准教授）

香川県木田郡
三木町

18時間
令和4年8月15日～
令和4年8月19日

教諭
栄養教

諭

中（技術・家庭
科・理科）高（農
業・家庭・理科）
教諭、栄養教諭

10,000円 30人
令和4年4月1日～
令和4年6月1日

令04-
80008-
500306号

03-3463-7721
http://www.nojokyokai.
or.jp

一般財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】【2】幼稚園の役割を広め
深める

なぜ遊びの援助が難しいのかといえば、子どもが主体性を
もって遊ぶ行為を尊重しながらそれを通して学べるよう援助
することに高い専門性を必要とするからである。子どもの主
体性と保育者の意図性をどのように融合させながら保育実
践をすすめていくのか、遊びの動機付けや適切な環境づく
り、柔軟な短期の指導計画など、実践事例を通して理解を
深めていく。

田代　幸代（共立女子大学　教授） 富山県富山市 6時間 令和4年5月28日 教諭 幼稚園教諭向け 8,000円 60人
令和4年3月17日～
令和4年3月25日

令04-
80011-
500184号

03-6272-9232 https://youchien.com/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】【１９】人間力向上のため
のアクティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的・対話的で深い学びの
場、アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組ん
できた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニ
ングの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自
分と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり
方を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験
学習の基本的な理論や手法を学びます。

志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
梶谷　耕一（普及事業部　長野校ディレクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間
令和4年6月18日～
令和4年6月19日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和4年3月16日～

令和4年6月4日

令04-
80013-
500331号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】【１９】人間力向上のため
のアクティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的・対話的で深い学びの
場、アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組ん
できた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニ
ングの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自
分と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり
方を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験
学習の基本的な理論や手法を学びます。

志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
梶谷　耕一（普及事業部　長野校ディレクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間
令和4年7月17日～
令和4年7月18日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和4年3月16日～

令和4年7月3日

令04-
80013-
500332号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】【１９】人間力向上のため
のアクティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的・対話的で深い学びの
場、アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組ん
できた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニ
ングの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自
分と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり
方を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験
学習の基本的な理論や手法を学びます。

志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
梶谷　耕一（普及事業部　長野校ディレクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間
令和4年8月1日～
令和4年8月2日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和4年3月16日～
令和4年7月18日

令04-
80013-
500333号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】【１９】人間力向上のため
のアクティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的・対話的で深い学びの
場、アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組ん
できた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニ
ングの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自
分と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり
方を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験
学習の基本的な理論や手法を学びます。

志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
梶谷　耕一（普及事業部　長野校ディレクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間
令和4年9月3日～
令和4年9月4日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和4年3月16日～
令和4年8月20日

令04-
80013-
500334号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】【１９】人間力向上のため
のアクティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的・対話的で深い学びの
場、アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組ん
できた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニ
ングの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自
分と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり
方を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験
学習の基本的な理論や手法を学びます。

志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
梶谷　耕一（普及事業部　長野校ディレクター）

埼玉県飯能市 18時間
令和4年10月29日～
令和4年10月30日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和4年3月16日～
令和4年10月15日

令04-
80013-
500335号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益財団法人日
本アウトワード・
バウンド協会

【選択】【１９】人間力向上のため
のアクティブラーニング

今、学校教育に求められる主体的・対話的で深い学びの
場、アクティブラーニング。アウトワードバウンドが取り組ん
できた、青少年育成、人間力向上のためのアクティブラーニ
ングの場を提供します。教師自身がリアルな体験を通し、自
分と向き合い、人と関わる学びの場から、教師としてのあり
方を見つめ直します。また、主体的な学びの場である体験
学習の基本的な理論や手法を学びます。

志村　誠治（普及事業部プログラムディレク
ター）
梶谷　耕一（普及事業部　長野校ディレクター）

神奈川県南足
柄市

18時間
令和4年11月5日～
令和4年11月6日

教諭 教諭 22,000円 20人
令和4年3月16日～
令和4年10月22日

令04-
80013-
500336号

03-5834-7227 https://obs-japan.org/

公益社団法人日
本シェアリングネ
イチャー協会

【選択】【11,19】体験と学びを深め
るネイチャーゲーム　授業に活か
すアクティブラーニング実践

「主体的・対話的で深い学び」につながる自然体験・ネイ
チャーゲームの実践と講義をもとに、教育現場での体験と学
びを深める自然体験の活かし方、アクティブラーニングとし
て授業に取り入れる際のポイントや効果など「豊かな体験」
につなげるための実践的な内容としている。
宿泊型研修のため、夜、早朝の野外活動を盛り込み、より
体験を深めていく。

勝間　光洋（岡山県矢掛町立矢掛小学校　校
長）
藤本　光世（前岡山県シェアリングネイチャー協
会協会理事長）

岡山県加賀郡
吉備中央町

18時間
令和4年8月11日～
令和4年8月12日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、幼保
連携型こども園

教諭

20,450円 30人
令和4年3月16日～
令和4年7月21日

令04-
80019-
500340号

03-5363-6010
http://www.naturegame
.or.jp/
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令和４年度(第２回)認定
免許状更新講習一覧

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

一般財団法人建
設業振興基金

【選択】【19】建設業界でのキャリ
ア教育に活かす職業体験活動
（実務施工体験研修/静岡）

「ものづくりは人づくりから」。主に工業高等学校等で専門教
育に携わる教員が、わが国最大規模の建設職業訓練施設
「富士教育訓練センター」において建設工事の実務を体験
する2泊3日のプログラム。建設現場における工程と作業体
験、また、職業訓練に携わる教官等との交流を通じ、わが国
における建設産業の魅力及び現状と課題を把握することに
より、工業高等学校の教諭以外にとっても多様なキャリア教
育の観点から、今後の教育活動や進路指導に有用となる体
験を提供する。

浦江　真人（東洋大学　理工学部建築学科教
授）

静岡県富士宮
市

18時間
令和4年8月8日～
令和4年8月10日

教諭
養護教

諭
教諭、養護教諭 19,280円 20人

令和4年3月16日～
令和4年6月15日

令04-
80028-
500111号

03-5473-4572
http://www.kensetsu-
kikin.or.jp/

一般財団法人建
設業振興基金

【選択】【19】建設業界でのキャリ
ア教育に活かす職業体験活動
（実務施工体験研修/兵庫）

建設技術者、技能者の為の職業訓練施設として昭和５７年
に開設された三田建設技能研修センターでは技能向上、資
格取得講習を始め高校生の体験セミナーや無職者への就
業講習、更には講師養成講習など建設関連の講習を幅広く
行っている。これらの経験を生かして建設現場での基本的
な作業体験や建設業の魅力や社会的重要性等を２泊３日
で学ぶことにより、高等学校等で専門教育に携わる教員に
とっては今後の教育活動に有用となる体験となり、また中学
校の教員にとっては高等学校進学を控える生徒に対する有
用な情報を得る好機となる。

古阪　秀三（立命館大学　OIC総合研究機構客
員教授）

兵庫県三田市 18時間
令和4年8月3日～
令和4年8月5日

教諭
養護教

諭
教諭、養護教諭 18,000円 20人

令和4年3月16日～
令和4年6月15日

令04-
80028-
500112号

03-5473-4572
http://www.kensetsu-
kikin.or.jp/

一般財団法人建
設業振興基金

【選択】【19】建設業界でのキャリ
ア教育に活かす職業体験活動
（実務施工体験研修/福岡）

「ものづくりの楽しさを人づくりに生かす」。小学校・中学校・
高等学校等でいつも生徒と共にいる先生方が、建設技術
者、技能者のための職業訓練施設において、建設工事（建
築・土木）の専門工事を体験する。建設現場における施工
体験、作業体験、躯体・内装・仕上げなどの職業訓練に携
わる教官との交流を通じ、建設業（建設産業）の魅力や現状
と課題を把握することにより、キャリア教育の観点から、今
後の教育活動や進路指導に有用となる実務施工体験を提
供する。

杉田　洋（広島工業大学　環境学部建築デザイ
ン学科 教授）

福岡県福岡市 18時間
令和4年7月27日～
令和4年7月29日

教諭
養護教

諭
教諭、養護教諭 15,000円 20人

令和4年3月16日～
令和4年6月15日

令04-
80028-
500113号

03-5473-4572
http://www.kensetsu-
kikin.or.jp/
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