
no 申請（代表）大学名 参加大学名 主な講座名 開設時期及び場所 受講対象者 試行事業の概要・PR等 電話番号 FAX メールアドレス 担当者名

1 北海道大学 北海道大学 先端的な教科教育と学校教育改革
平成20年６月末～８月末（予定）
北海道大学（北海道札幌市）

全教員

・理科教育コース：主に高校教員を対象。大学における実験教育と理科教育の今
日動向について。物理、化学、生物、地学の各分野で講義と実験実習。各6時
間。
・環境教育コース：全教員対象。持続可能な社会の実現を目指した環境教育構築
の講習。6時間
・学校教育改革コース：全教員対象。学校経営ユニット（6時間）：学校改善、地域
連携等の新しい学校創造の講習。心身・健康指導ユニット（6時間）：生徒の心と
身体の問題と支援について講習。

011-706-
3083

011-706-
4951

kkosyu@edu.hokudai.ac
.jp

芳岡　英美

2 北海道教育大学 北海道教育大学

①根室管内：教育の 新事情（必修）

②宗谷管内：教育の 新事情（必修）

③網走管内：（理科教材研究入門（選
択）

①根室管内：９月６日（土）～７日
（日），根室管内の教育局や教育委員
会と打ち合わせのうえ決定。現在のと
ころ中標津町を予定。

②宗谷管内：８月３０日（土）～３１日
（日），宗谷管内の教育局や教育委員
会と打ち合わせのうえ決定。現在のと
ころ稚内市を予定。

③網走管内：９月６日（土），網走管内
の教育局や教育委員会と打ち合わせ
のうえ決定。現在のところ北見市を予
定。

①根室管内：平成２３年
３月３１日が修了確認期
限となる現職教員。

②宗谷管内：平成２３年
３月３１日が修了確認期
限となる現職教員。

③網走管内：平成２３年
３月３１日が修了確認期
限となる現職教員のう
ち，養護教諭及び栄養教
諭以外の教員。

　根室管内，宗谷管内で，免許更新に必要な３０時間の講習のうち，必修とされる
１２時間を開講します。網走管内では，免許更新に必要な３０時間の講習のうち，
選択とされる６時間を開講します。
　平成２３年３月３１日が修了確認期限となる教員が，この講習を受講し，試験の
結果，修了認定されることにより，平成２１年４月から導入される免許状更新講習
のうち，根室管内，宗谷管内では必修１２時間，網走管内では６時間が免除され
ます。
　網走管内の講習は，６時間のうち，３時間をｅ-ﾗｰﾆﾝｸﾞにより事前に各自が勉強
し，残りの３時間は，網走管内会場で受講します。

011-778-
0264

011-778-
8376

sugamata@sap.hokkyod 菅股　庄二

3 弘前大学

弘前大学（現在、県
内の大学に非常勤
講師の派遣を依頼
する予定）

「教育の 新事情」
「小学校理科の苦手な教員のための基礎実
験講座ー物理分野ー」
「小学校英語教育：カリキュラムからクラスま
で」　　　　　　　　　「これからの英語教育を考
えるキー・コンセプト」　　　　　　　　　「サッカー
指導の基礎：基本的キックの原理と初心者指
導法」
「中学校・高校教員のための数学講座」
「特別支援教育に関する新たな課題への対
応」

　夏季休業期間の土日２日間ずつ（７
月２６，２７日。８月２，３日。８月９，１０
日。８月２３，２４日）
弘前市(必修１２時間２回、選択１２時
間１回、選択６時間５回）、むつ市（必
修１２時間１回）

教育の 新事情（全教
員）。
選択教科：小学校教員
（理科）、小学校教員（英
語）、中学・高校教員（英
語）、全教員（体育）、中
学・高校教員（数学）、全
教員（特別支援教育）。

  弘前大学は、青森県内唯一の教員養成学部を有し、また、全国で初めて教員養
成学研究開発センターが設立された大学であり、地域の中核的な教員養成機関
としての責務を果たしています。
平成２０年度に実施する教育職員免許状更新講習の試行においては、県内の他
大学と連携して教員のニーズに応じた多様な講習を開設します。また遠隔地であ
る下北地域の教員のため、むつ市において出張講習を実施します。さらに講習内
容としては、基礎的な実験や実技形式を用いて、講習の質の充実を図ります。な
お、平成２３年３月３１日が修了確認期限となる教員が受講、修了した場合、制度
導入後の講習の全部または一部の受講を免除されます(予定）。

０１７２（３９）
３１０２

０１７２（３４）６
９７４

jm3102@cc.hirosaki-
u.ac.jp

教務課長
下川洋司

4 岩手大学

岩手大学
岩手県教育委員
会、
岩手県立大学
盛岡大学

①中央講習
すべての校種、教科に対応する33講
座の多彩なメニュー
②出前講習
遠隔地久慈市における休日開催

①平成20年7月29日～31日及び8月11
日,12日　盛岡市及び花巻市
②平成20年8月2日～4日　久慈市

全教員

　岩手大学、岩手県教育委員会、盛岡大学そして岩手県立大学の4機関が緊密
に連携・協力して、10年経験者研修とも関連づけながら、講習を開設します。
　中央講習(盛岡市)に加え、久慈市において出張講習を行うことで、遠隔地の受
講者の便宜も図ります。学校現場のニーズを踏まえ、教員としての 新の知識・
技能及び学問の 新知見の習得を目指した魅力的な講習内容を提供します。

０１９－６２１
－６０８９

０１９－６２１
－６０６５

kyokiko@iwate-u.ac.jp

学務部学務
課主査
古井修子

5 宮城教育大学 宮城教育大学 数学再発見２００８　栗原
2008年8月20日
2008年8月21日

現職教員・教育関係者

本学では、量及び質の確保に留意しつつ可能な限り地域ニーズに応えた更新講
習開設を実施する予定である。ついては、
１）教育の最新事情に関する講習での複数のモデルカリキュラムの構築ととも
に受講形態や評価方法についての研究、
２）インターネットテレビ会議システムを使用した講習についての方法等の研
究、
３）サテライト講習について会場や受講者確保等教育委員会や他大学との連携
の在り方の研究、
４）更新講習の充実に資することを目的にその他多様な開設の在り方について
の研究を4つの柱として試行を行う。

０２２－２１４
－３５２１

０２２－２１４
－３３４２

renkei@adm.miyakyo-u.a小野寺　まり子

6 秋田大学

秋田大学
秋田県立大学
ノースアジア大学
国際教養大学
秋田県教育委員
会

・教育の 新事情
・地域を体験できる日本史
・実験で学ぶ生物の遺伝子
　ＤＮＡ
・音楽科教育における郷土の
　音楽素材の教材化
・特別支援教育の再構築

平成２０年７月２６日から８月２４日
秋田大学（秋田県秋田市），
大館国際情報学院中・高等学校（秋田
県大館市）

　 全　教　員

秋田県内にある国公私立３大学と連携して免許更新講習に取り組むとともに，教
員養成系学部である教育文化学部と，工学資源学部とが連携して，幅広い多様
な講習の開設を行う。また，教育内容・方法においては複数教員による多面的で
実践的な手法を開発するとともに，秋田県教育委員会の主事の方々の協力を得
ることとしている。秋田大学キャンパスだけでなく，秋田県北部に位置する大館市
にある，県立大館国際情報学院中・高等学校も開設場所として設定している。

０１８－８８９
－３１９３

０１８－８８９
－３１９４

kyomu@
jimu.akita-u.ac.jp

  学務部教
務課
　教務係長
　佐藤　馨

委託事業の内容 委託事業に関する問い合わせ先

免許状更新講習プログラム開発委託事業の採択大学・法人一覧
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no 申請（代表）大学名 参加大学名 主な講座名 開設時期及び場所 受講対象者 試行事業の概要・PR等 電話番号 FAX メールアドレス 担当者名
委託事業の内容 委託事業に関する問い合わせ先

7 山形大学 山形大学

「教育経営マネジメント」，
「発達を考える視点」，
「なぜ人を殺してはいけないの
か？」，
「小学校学習指導要領・国語科はこう
変わる」，
「科学的思考力を育む理科実験」，
「化学実験活用法」，
「学力と学習習慣の相関について」

7月26日～7月27日
8月1日
8月4日～8月8日
8月10日～8月12日
8月18日～8月19日
8月23日

山形大学小白川地区（山形県山形市）
山形大学工学部（山形県米沢市）
山形大学農学部（山形県鶴岡市）
東北公益文科大学（山形県酒田市）

上広域交流センター（山形県新庄市）
金山町立中央公民館（山形県 上郡金山町）

現職教員及び教育委員
会の指導主事等

　・受講者の便宜を図るために県内を４つのブロックに区分し，各地区において講
習を開設するために，本学職員が現地の公民館や他大学等に出向いて出張講
習を開催する。

　・多様な理科実験講座や，ロールプレイを取り入れた講座の開設など，講習の
質の充実を図る。また，必修領域においては，共通テキスト（冊子）を作成する。

　・必修領域の講習終了後に「更新講習意見交換会」を開催し，今後の更新講習
の改善に反映させる。

０２３－６２８
－４７１２

０２３－６２８
－４１２５

kmkyom-men
@jm.kj.yamagata-
u.ac.jp

江口　直子

8 福島大学 福島大学

①教育の 新事情（必修領域）

②教科の指導法、 新の教育事情等
（選択領域）

　　平成20年6月～8 月
選択領域のみ6月～10月
福島市（福島大学）
会津若松市（会津大学）
いわき市（いわき明星大学）

　小・中・高等学校教員

（平成23年3月31日が修
了期限の教員）

　必修領域（連続12時間）及び選択領域（6時間単位）に分けて実施する。必修領
域は無料とするが、選択領域は大学が独自に開催予定（有料、文部科学省へ認
定申請予定）。
広域県の実態を踏まえ、必修領域については出張講習を開催する。選択領域
は、幼稚園から高校までの幅広い教育課題や研修ニーズに応えるため、多様な
内容や形態を取り入れた講座を開講する。また、本学がこれまで実施してきた現
職教員のための研修講座と一体的な運営をして、日常的な教育研修の充実に貢
献したい。

024-548-
8053

024-548-
8224

k-
kikaku@as1.adb.fukushi
ma-u.ac.jp

伊藤昌之

9 茨城大学 茨城大学
「教育の 新事情｣および｢理科教育
の充実と先端科学(生物学)の理解」

平成20年8月18日～8月21日、
茨城大学　水戸キャンパス

平成21年度～平成22年
度に教員免許の更新を
終えなければならない教
員

総合大学としての機能を活かし、講習の必須課題である「教育の 新事情」(講習
前半12時間)と、本学の、理科教育教室の教員および遺伝子実験施設の教員が
協力して担当する「理科教育の充実と先端科学(生物学)の理解」(講習後半12時
間)を組み合わせた内容構成となっており、講習前半の12時間、講習後半の12時
間のいずれか片方のみを受講してもよい。なお、この講習では30時間に足りない
ので、翌年又は翌々年に残りの時間を受講する必要がある。

 
029(228)880
2

 
029(228)8069

yueno@mx.ibaraki.ac.jp
  上野よし
子

10 筑波大学 筑波大学

①教育の 新事情
②現代教育の課題と展望
③教養の新たな世界を体験する
④附属学校実践演習

【日程】
①土・日コース
6/21(土),6/22(日),
6/28(土),6/29(日),
7/5(土)
②夏季休業中コース
8/4(月)～8/8（金）
【場所】
筑波大学筑波キャンパスほか（①②
共）

小・中・高等学校教員、
特別支援学校教員及び
教育委員会の管理主事・
指導主事等

筑波大学では、教育研究の長い伝統と総合大学の特色をいかした科目を開設す
ることにより、受講生の多様なニーズに応じます。また、先導的役割を果たしてき
た附属学校（普通学校6校、特別支援学校5校）を活用して、授業実践にもとづく
研究協議等を行い、質の高い講習を提供します。また、長年にわたる障害学生支
援実績をもとに、障害のある受講生が一般の受講生とともに受講できるように配
慮します。

029-853-
2096

029-853-
6303

koushin@sec.tsukuba.ac高野
タカノ

　信男
ノブオ

11 筑波技術大学
　筑波技術大学

聴覚特別支援学校および難聴学級に
おける学習支援

平成20年８月 ２日～３日

場所：筑波技術大学
　　　　（茨城県つくば市）

聴覚特別支援学校・通級
指導教室・難聴学級教員
（全教科）

聴覚障害教育の現状と課題、言語及び教科指導法、聴覚活用、教材作成のため
の機器の活用、社会自立への課題、通常の学校で学ぶ聴覚障害児童生徒への
支援等をテーマとする講義及び実習、わが国及び諸外国の 近の研究に関する
情報の紹介等を行い、聴覚障害教育に対する理解を深め、専門性の向上を図る
ことを目的とする。

 ０２９－８５
８－９３０４

　０２９－８５８
－９３１２

soumukatyou@ad.tsukub

　総務課長
　
柴　　正　彦

12 宇都宮大学
作新学院大学
白鴎大学

教育の 新事情

開設時期
　７月２６日～８月２２日

開設場所
宇都宮大学（栃木県宇都宮市）
白鴎大学（栃木県小山市）

栃木県教育委員会から
推薦された現職教員１０
０名

　宇都宮大学は、教員養成学部を有する県内唯一のとして栃木県の中核的な教
員養成期間であるが、本実施では県内私立大学との連携によって多様で魅力あ
る講習を提供したいと考えており、今回二つの私大と連携して試行事業を行う。
会場は県北・県中央部は宇都宮大学、県南部は白鴎大学とする。受講予定人数
は１００名であるが、選択領域では、幅広い選択肢の中から受講者が自由に選択
できるように、計１９講座開設する。

０２８－６４９
－５１６８

０２８－６４９
－５０９５

kawakami@miya.jm.
utsunomiya.u.ac.jp

宇都宮大学
学務部修学
支援課
 河上 健二

13 群馬大学 群馬大学

新の教育事情①②，
敬語入門，
群馬の火山と災害，
音楽科教育における理論と実践，
食と環境を考える，
現代社会と若者，
現代数学から見た学校数学，
他に16講座

5月31日（土）～6月29日
(日）の土・日
群大荒牧キャンパス
および太田キャンパス

平成23年3月31日
が修了確認期限となる
県内公立の
幼・小・中・高・特
別支援学校教員（養護教
諭は含まない）

　荒牧および太田の２会場において合計160人の受講生を募集する。学期中の週
末を利用して，全受講生が必修12時間，選択18時間の全ての講習を短期間で修
了できる事業内容である。必修講座では各項目毎に専門家が配置され，きめ細
かい内容の講習が行われる。選択講座では多くの学校種の現職教員の希望に
応えられるよう，全教科にわたって多彩な内容の22講座が開講される。いずれの
講座も教員養成学部の 新の教育研究に基づいた実践的な内容の講習であ
る。

０２７－２２０
－７２２３

０２７－２２０
－７２４０

yshimo@jimu.gunma-u.a下田　勇治
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14
共愛学園前橋国
際大学

共愛学園前橋国
際大学

教育の 新事情　他12講座
６月７日～９月２７日・本学（共愛学園
前橋国際大学）

全教員・小学校教員・中
学英語教員

講習では、「教育の 新事情」をふまえ、初等の教科教育や中等英語の教科教
育のみならず、人権教育の課題にも取り組みます。また本学が有する児童英語
教師養成のノウハウを昨今の小学校英語を取り巻く環境に対応すべく還元するこ
とや、外国籍住民が多い群馬県の特性に対応し得るものとして本学が有する日
本語教師養成のノウハウを還元することで、学校教育の今日的課題や地域的課
題に関わる講習を提供できればと考えています。

027-266-
7575

027-266-
7576

tatekawa@ct.kyoai.a立川佳弘

15 埼玉大学 埼玉大学

「教育の 新事情」「教材・授業づくり
のアイデア」「確かな学力の向上に向
けた授業づくり」「ことばのしくみ」「芸
術と人間」など

8月4～8日（秩父市福祉女性会館），8
月20～22，25，26日（埼玉大学）

埼玉県内に勤務する現
職教員

埼玉大学会場（定員120名）と秩父市福祉女性会館（定員20名）において，
それぞれ最新事情領域（必修）を２日間，指導領域（選択）の各講座を３日
間，受講料無料で開講いたします。埼玉大学会場では，指導領域について１日
２講座ずつ開設します。必修のみの受講，必修のほか選択１日あるいは２日間
の受講も可能です。応募者が定員を上回った場合には，抽選で決定させていた
だきます。

048-858-
9235

048-858-
3690

menkyo@gr.saitama-u.a

教育学部専
門職員
瀬井祐二

16 文教大学 文教大学

「教育の 新事情」
「小学校の教科指導法」
「児童・生徒理解の方法」
「教員のメンタルヘルス」

平成20年8月6日 ～ 8月10日

文教大学越谷校舎
〒343-8511　埼玉県越谷市南荻島
3337番地

全教員
（「小学校の教科指導法」
のみ小学校教員）

本学は私立大学初の教員養成目的の教育学部を設置し、約９千人の教員を輩出
してきた。
今回、教育学部を中心に人間科学部、文学部の３学部を挙げてプログラムを開
発し、「教育の 新事情」のほか教育内容の充実を図る３つの講座を開設する。
「小学校の教科指導法」では英語、算数、理科の教科指導法を探求し、「児童・生
徒理解の方法」「教員のメンタルヘルス」では、心の教育について児童・生徒側と
教員側の双方の視点で考察する。

048-974-
8906

048-974-
8878

zzaki＠
stf.bunkyo.ac.jp

生涯学習課
長

中村　和明

17 千葉大学 千葉大学
・「教育の 新事情」1　・「教育の 新
事情」2　・「教育内容の充実」1　・「教
育内容の充実」2

平成２０年５月８日～８月２８日
千葉大学教育学部（千葉市）千葉県教
育委員会東総センター（銚子市）
南総センター（館山市）

千葉県内の教職１０年経
験者

教育の 新事情①は，委託研究制生（現職教員）を対象に必須項目に関する教
材を開発する。同②、③は，それを用いて，遠隔地への出張講座を実施する。
教育内容の充実①は，学校現場における教育研究法に関する連続リレー式講義
を委託研究生（現職教員）に大学院授業（科目等履修）として実施する。また
教育内容の充実②—⑤は，１０年経験者研修のコース別として実施する。

043-290-
2698

043-290-
2696

hosaka@faculty.chiba-
u.jp 保坂　亨

18 東邦大学 東邦大学

「教員の科学的リテラシー向上を支援する体
験型研修～五感を通して科学の 先端を学
ぶ～」(全７プログラム）
①ホタルの光をつくってみよう～生物発光の
基礎から応用まで～
②フィールドワークを通して学ぶ里山の生態
系～食物ピラミッドの地図を作ろう！
③物理学のこれまでとこれから－物理学、こ
の10年-＆液体窒素を使った実験
④環境に配慮した新しい有機合成のやり方を
学ぼう～ミクロスケール有機合成（フリーデル
クラフツ反応）の実際
⑤遺伝子の増幅実験にトライしよう！～ミトコ
ンドリアDNAの手動PCRと多型分析～
⑥Pythonを用いた理数科系教員のための教
材づくり～プログラミング言語による様々な可
視化の方法を学ぶ～
⑦自然体験学習入門講座　海岸で生態系を
体験し、海の環境ティーチャーになろう！

①、③、④、⑤、⑥は8/23（土）東邦大
学習志野キャンパス（船橋市三山2-2-
1）内で実施。　　　　　　　　　　　　②は
8/18（月）～20（水）東邦大学佐倉看護
専門学校（千葉県佐倉市）、付近の畔
田地区で実施。（通い又は宿泊どちら
かを選択）　　　　　　　　　　　⑦は8/12
（火）～14（木）　千葉大学海洋バイオ
システム研究センター（千葉県鴨川市
小湊）で実施。（２泊３日の宿泊形式）

①、②、③、④、⑤、⑦に
ついては、小学校教員、
中学校、高等学校教員
の全てを対象とする。特
に②と⑦は小学校教員も
大歓迎。
ただし、③、④、⑤は比
較的中学校、高等学校
の理数科系教員向けの
内容となっている。
⑥については、高校の理
科、数学、情報などの理
数科系教員対象。

　今回の試行プログラムでは、理数科系大学としての本学の特色を生かし、 先
端の科学に関する多様かつ先進的な内容を多数用意した。
どのプログラムにおいても受講者である現場教員が、五感全てを使って科学の
先端の実践に触れ、まずはその楽しさを再発見してもらえるようにと考えている。
それと同時に、教員として身につけるべき科学的リテラシーの向上を支援すること
で、 終的に子どもたちに対して高いレベルでの科学教育を提供できることを意
図している。

０４７－４７
２－７２６０
（理学部教
員養成課
程直通番
号）
０４７－４７
２－７２９０
（学事課理
学部教務
担当教職
事務）

０４７－４７２
－１３９９
　（理学部教
員養成課程
ファックス専
用番号）

shinpo@c.sci.toho-u.ac.j

新保幸洋
（教員養成
課程准教
授）、畑中
敏伸（教員
養成課程准
教授）
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19 聖徳大学 聖徳大学 広域連携と通信教育の複合講座

「教育の 新事情」、「教育内容の充
実」ともに6月から8月に開講いたしま
す。会場は下記のとおりです。
　①聖徳大学児童学部（通学。所在
地：千葉県松戸市岩瀬550）
　②聖徳大学幼児教育専門学校（幼
稚園教諭養成機関）校舎（通学。所在
地：東京都港区三田3-4-28）
　③聖徳大学通信教育部（通信教育。
所在地：千葉県松戸市松戸1169）受講
にあたっては、通学と通信教育が選べ
ます。また、通学と通信教育の組み合
わせも可能です。詳細は各機関へお
問合せください。

「教育の 新事情」
全学校種
「教科指導、生徒指導そ
の他の教育内容の充実
に関する事項」
小学校教諭　　　幼稚園
教諭

聖徳大学の試行事業は、千葉県松戸市の聖徳大学児童学部、東京都港区三田
の本学併設の幼児教育専門学校校舎（幼稚園教諭養成機関）、聖徳大学通信教
育部の3キャンパスでの「広域連携と通信教育の複合講座」として実施します。通
学の施設は交通の便がよく、また、遠隔在住の方は、通信教育によって講習を受
けることが可能です（通信教育は本学指定会場で修了試験あり）。必修12時間・
選択18時間の全てを開講し、教育現場に詳しい教員が、 新の教科教育や保育
内容に関する情報、効果的な教育方法を指導します。免許状の更新はもちろん
のこと、現場で活かすことのできる内容となっており、また、自己研鑽の場として
ふさわしい講座内容となっています。皆様のご受講をお待ちしております。

①聖徳大学
児童学部
（通学。千
葉県松戸
市）　047-
365-3601
②聖徳大学
幼児教育専
門学校（通
学。東京都
港区三田）
03-5476-
8811
③聖徳大学
通信教育部
（通信教
育。千葉県
松戸市）
047-365-
1200

①聖徳大学
児童学部（通
学。千葉県松
戸市）047-
331-7422
②聖徳大学
幼児教育専
門学校（通
学。東京都港
区三田）　03-
5476-8820
③聖徳大学
通信教育部
（通信教育。
千葉県松戸
市）　047-
331-7422

①聖徳大学児童学
部（通学。千葉県
松戸市）
soa@seitoku.ac.jp
②聖徳大学幼児教
育専門学校（通
学。東京都港区三
田）
senmon@seitoku.ac
.jp　③聖徳大学通
信教育部（通信教
育。千葉県松戸
市）
tsuushin@seitoku.a
c.jp

①聖徳大学
児童学部
（通学。千
葉県松戸
市）　担当：
末崎 徹・佐
藤 彰純
②聖徳大学
幼児教育専
門学校（通
学。東京都
港区三田）
担当：菊池
直樹
③聖徳大学
通信教育部
（通信教
育。千葉県
松戸市）
担当：小澤
幹雄

20 千葉敬愛短期大学千葉敬愛短期大学
「 子どもの発達理解とその指導」「こ
とばの力の基礎・基本とその育成」

平成２０年８月１８日～８月２９日、千
葉敬愛短期大学（千葉県佐倉市山王
１－９）

小学校、幼稚園全教諭

本学は，県内で 初に創立された国内屈指の教員養成系の短期大学である。こ
れまで中核的な教員養成機関として千葉県内に優秀な教育者を数多く輩出して
きた。そこで小学校教諭及び幼稚園教諭を受講の対象者として，時代や地域の
ニーズに応える講座を設定する。

043-486-
7111（代）

043-486-
2200

ebine@u-keiai.ac.jp 海老根一亀

21
お茶の水女子大
学

お茶の水女子大学

①小学校教員向け理科出張観察・実
験＋大学キャンパスでの実習・講義
②「中学・高校教員向けの数学・理科
教員用科目」各6時間
・「和算の問題を数学教育に生かす
指導の工夫」[数学分野]
・「非線形現象のダイナミクス」[化学
分野]
・「核酸の抽出と電気泳動」[生物学分
野]

時期：夏休み期間

場所：お茶の水女子大学キャンパスと
研究協力校

小学校教員と中学・高校
数学・理科教員

理学部とサイエンス＆エデュケーションセンターが中心となり、理科・数学の指導
力向上を目指す研修を実施する。「小学校教員向け理科出張観察・実験」では、
多くの小学校教員が不得意としている観察・実験実習について、大学教員が巡回
指導する。「中学校・高等学校教員向けの理数科目」では、数学・化学・生物学の

新の学問事情を踏まえつつ、実験等を組み入れて、専門性のブラッシュアップ
を図る。

03-5978-
5141

03-5978-
5893

kyomu@cc.ocha.ac.jp 濱﨑　貴子

22 東京学芸大学 東京学芸大学
教育の 新事情（必修）、数学・社会・
家庭（選択）全１４講座

８月２０日～８月２６日（土日を除く）、
９月１６日～９月１９日、　９月２０～９
月２１日　いずれも小金井キャンパス

必修（全教員）選択（校
種・科目別）

本学は、教員養成の基幹大学として東京都及び近県の教員に対して質の高い更
新講習を提供したいと考えている。今回は、更新講習の開催方法・内容等に対す
る受講者の様々なニーズを把握するため、平日（長期休業期間）、平日夜間、土
日において、小・中・高別の講座（全１４講座、延べ９６時間分）を試行講習として
開講することとしている。なお、選択講座は教科教育に則した実践的内容になっ
ている。

042-329-
7120

042-329-
7118

koushin@u-gakugei.ac.jp

学務課免許
状更新講習
事務室（中
澤・朝生）

23 國學院大學 単独
『古典教育を考える』
―原典資料に基づいた古典知の展
開―

平成20年8月5日～8月7日（3日間）
本学渋谷キャンパス

中学及び高校国語科教
員

國學院大學では、本学大学院文学研究科に高度国語教育コースを設けており、
このコースと連携し、「万葉集」、「源氏物語」、「徒然草」に関する最新の
研究を講じ、古典知を展開してゆきます。
教材作りにおいては、本学所蔵の古典ないしは装束等資料に基づいた視覚的教
材作りを試みます。単に文学鑑賞に終わらないように、時代背景や文化をデジ
タル画像などを用いながら、学習者にわかりやすく伝える教材作成を目指しま
す。

03-5466-
0378

03-5466-
0418

kyoumu_s@kokugakuin.ac.jp

免許状更新
講習プログ
ラム係
木村　都
藤巻園子
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24 日本女子大学 日本女子大学

（必修領域）
「教育の 新事情」

（選択領域）
①「教育現場における心理的諸問題」
②「創造的な活動の実践」③「理科実
験・観察の取り組みー安全な機器・素
材の取り扱いー」

（必修領域）
8月18日(月)～19日(火)
本学目白キャンパスと西生田キャンパ
ス各々で開講

(選択領域)
①8月20日（水）
②8月21日（木）
③8月22日（金）
本学目白キャンパスで開講

（必修領域）
「教育の 新情報」：全教
員

（選択領域）
①全教員
②幼稚園・小学校教員
③小学校・中学校・高等
学校教員（理科）

日本女子大学は1901年の建学以来、時代に先駆けて女子高等教育の道を切り
拓き、教員養成の伝統を重んじてきました。東京都文京区及び神奈川県川崎市
の両キャンパスにおいて幼稚園から高等学校に至る教職課程を開講し，14学科
及び通信教育課程において教員免許状を出し、全学で毎年多くの教員を輩出し
てきた歴史を誇ります。中核的な養成機関としての使命を担っており、免許状更
新講習についても全学的な協力のもとに開設します。

０３－５９８１
－３２１５

０３－５９８
１ー３２０２

koshin@atlas.jwu.ac.jp 更新講習係

25 杉野服飾大学 杉野服飾大学 実習の楽しみ　　　色・染・縫・洗
平成20年8月7日（木）～　8月8日（金）
杉野服飾大学（目黒キャンパス）

幼・小・中・高　　全教員

　本学では、中・高等学校「家庭」科の課程認定を受け、教員養成を実施してい
る。科目の特性から、実習・演習の指導には特に力点を置いている。更新講習で
は実習・演習の方法と意味を知って頂き、児童・生徒へ「つくる」楽しさを伝えるサ
ポートをさせて頂きたい。

０３－３４９１
－８１８３

０３－３４９４
－１６２３

sirai@sugino.ac.jp 白井勝美

26  武蔵野美術大学 武蔵野美術大学
美術教育法ほか（他に通授業などを実
施）

平成20年7月31日～8月2日・鷹の台
キャンパス（他に秋期に通信授業を実
施）

小学校図画工作科、中
学校美術科、高等学校
美術科・工芸科の教員

美術教育をリードしてきた実績と永年の大学通信教育の実績に基づいて、全国で
可能な通信授業による免許状更新講習や地方での修了認定試験の実施と、ガイ
ダンスや独自の教材の開発を行う。とくに、（１）独自教材『美術教育の動向』の作
成、（２）「プロフィールシート」と「アドバイスシート」によるガイダンス、（３）通信授
業と面接授業の組み合わせを特徴とする免許状更新講習の開設を予定し、これ
について試行する。

0422-22-
8174

0422-22-
8060

minoru＠
musabi.ac.jp
takata@musabi.ac.j
p

鈴木　実
高田立子

27 桜美林大学 桜美林大学 ｅラーニングによる「教育の 新事情」

開設時期：
　平成20年8月1日～平成20年9月16
日

開設場所：
　インターネットによるｅラーニングのた
め、場所の指定なし

全教員

　本学は、離島、僻地在住の方や多忙な方など、様々な事情により対面式授業の
受講が困難な方々に、インターネットに接続できるパソコンがあれば、24時間いつ
でもどこからでも受講可能なオンデマンド方式のｅラーニングによる教員免許状更
新講習を実施します。出願書は郵送していただきますが、あとはご自分のパソコ
ンから登録、受講、試験、終了証明書の発行が行えます。授業科目は「教育の
新事情」（12時間）を用意いたします。

０４２－７９
７－９９１４

０４２－７９７
－５２７４

hongo@obirin.ac.jp 本郷　優紀子

28 中央大学 中央大学

教育の 新事情：「教育行政と制度
改革の動向」「子どもの生活世界の変
容と対人関係能力」「子ども―教育者
関係」「キャリア教育のあり方」「軽度
発達障害と脳科学」「学校における多
文化共生教育の実践的課題」
教育の内容と充実：「教育と法―裁判
員制度理解のために―」

平成20年8月4日(月)～平成20年8月8
日(金)
平成20年8月18日(月)～　平成20年8
月22日(金)
八王子市東中野742-1

教育の 新事情：全教員
教育の内容と充実：小・
中(社会)・高(公民)

受講必修の「教育の 新事情」に関し、現在の学校教育がかかえる諸問題を、制
度・行政面から、子どもの生活世界から、歴史的視点から、またキャリア教育や
多文化共生教育の観点から幅広く取り上げ、また脳科学等の 新知識なども取
り入れ、12時間分の講座をすべてそろえている。かつ法学研究の伝統を活かし、
今日の法律をめぐるさまざまな問題を学校教育と関連づけながら、選択部分の講
習として開講する。なお、開講にあたり学校現場のニーズを把握する調査を実施
している。

042-674-
3724

042-674-
3725

kyosyoku@tamajs.chuo.-木村　昌義

29 玉川大学 玉川大学

・国語教材の文学作品の教材論と学
習論
・授業における情報活用
・子ども力の育成（いじめ・暴力を乗り
越える）
・読解力を高める説明的文章の指導
法
・児童一人ひとりを生かす学級の創
造

平成20年5月～平成21年2月

・通信教育方式（郵送によるレポート添
削指導）
・修了認定試験は、在住地域主要都
市の指定会場で実施

・小学校教員及び中学校
教員向け（1講座）
・小学校教員向け（4講
座）

通信教育方式によって、「教育内容の充実に関する事項」に該当する5講座を開
設する。通信教育方式とは、学習指導をレポート作成とその添削指導によって行
うものである。指定の教材（テキスト等）を学習→レポート提出→添削指導→修了
認定試験となり、レポート提出、添削指導は郵送により行う。ただし、修了認定試
験は、受講者在住地域の主要都市の指定会場での受験となる。通信教育方式に
よる講習は、講座出席が困難な地域在住者を主な受講対象とする。

042-739-
8880

042-739-
8888

hatano@adm.tamagawa
.ac.jp

波多野忠雄
（玉川大学
通信教育事
務部）

30 白梅学園大学 白梅学園大学

・教育の 新事情（小学校・幼稚園）
・活用力を育成する小学校教育の充
実　　　　　　　　　　　　　　・子どもや社
会の変化に応じた幼稚園教育の充実

・8月18日～22日
・白梅学園大学

・小学校教員
・幼稚園教員

幼児期から学童期の発達や学びの連続性を踏まえた教員の養成と、地域に根ざ
した細やか、かつ丁寧な養成教育の実績を活かした更新講習を開設。地域の教
育委員会とも連携し、一講座50人の少人数制を採用するとともに、必修・選択の
両講座とも小学校と幼稚園対象に分けて設定。教育の 新事情をはじめ、新・学
習指導要領、幼稚園教育要領に準拠した「活用力の育成」「子どもや社会の変化
に応じた教育」等の実践力向上に寄与する講習内容を設けた。

042-346-
5636

042-346-
5652

kikaku@shiraume.ac.jp
企画調整
室：仙波
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31 昭和女子大学 昭和女子大学 教育の 新事情

平成２０年５月３日～８日
　　　　　　国立那須甲子
　　　　　青少年自然の家

　　　　８月１１日～１４日
　　　　　　昭和女子大学

中学・高等学校
　　　　　女性教員

仕事と家庭生活の両立を図っている女性教員を対象に、経済的負担をできるだ
け抑え、かつ更新講習に専念し易い場を提供する。必修講習は試験前の復習用
教材を提供。また通学が困難な者には本学の宿泊施設の利用を配慮する。選択
講習は奉仕に対応させボランティア実習、カウンセリングの実際、デジタルコンテ
ンツの作成、英語力の向上などを用意し教育内容の充実について全18時間分を
満たせるようにした。

０３－３４１１
－５１１７

０３－３４１１
－５１７１

gakumu@swu.ac.jp 菊地原　賢一

32 東京農業大学 東京農業大学
「教育の 新事情」と
「 新ゲノム生物学の手法と応用」

教育の 新事情
平成20年6月29日、7月6日

新ゲノム生物学の手法と応用
平成20年7月30日 ～8月1日

場所：東京農業大学世田谷キャンパス

中学校・高等学校理系教
員

東京農業大学は、「教育の 新事情に関する事項」(２日間）と「 新ゲノム生物
学の手法と応用」(遺伝子工学的・分子生物学的技術や遺伝子解析技術の進展
を含めた動植物・微生物の 新のゲノム生物学を解説・講義し、実習・実験を通し
て実践的に理解を深める３日間の講習）をセットで 新の情報や成果を学ぶ講座
を開講する。

03-5477-
2512

03-5477-
2630

kyosyoku@noda.ac.jp木島、大江

33 武蔵大学 武蔵大学
「教育の 新事情｣
「健康：身体とこころ」

2008年4月～9月
武蔵大学

武蔵高等学校中学校の
受講希望教員

同一学園内（根津育英会)の高大連携の一環として実施。高校の研修計画に位
置づけ、平日の勤務時間内に大学へ通って受講できる。大学の授業の一部を読
み替えて受講（科目等履修生制度の活用）。「教育の 新事情｣で12時間、「健
康：身体とこころ」で18時間の合計30時間を実施予定。

03-5984-
3729

03-5984-
4002

メールでの問い合
わせ受付はしませ
ん。

加藤聡一

34 東京女子医科大学東京女子医科大学

「健康問題を抱える児童生徒へのアプ
ローチ」　＊思春期の子どもの健康支
援　＊慢性疾患を持つこどもの理解と
日常生活の援助

平成20年8/4～8/6
＊東京女子医科大学河田町キャンパ
ス（新宿区）
＊東京女子医科大学大東キャンパス
（静岡県掛川市）

養護教諭　、小中高教員
（保健）

本試行プログラムは、 先端の医療技術を有する医科大学において、アレル
ギー疾患や心疾患、腎疾患、さらには気管切開などの常時医療処置を必要とす
るようなハンディキャップを抱えながら学校生活を送る児童生徒への、あらゆる健
康レベルにある児童生徒等の視点に立ち、積極的な教育支援を行うための知識,
スキルを身に付けることを目的として行います。
これらは15時間の講義だけではなく3時間の選択演習・実習によって構成されて
います。

03－3353－
8111（内線
66160）

03－3341－
8832

kyoshoku@nurs.twmu.ac松嵜　英士

35
日本教育大学院
大学

日本教育大学院大
学

教育の 新事情
対人技法
私学経営
情報管理
教育技法
教科教育法

日本教育大学院大学
（千代田区二番町）
２００８年８月４日～８日

主に東京都の
私学教員

本学における「免許状更新講習プログラム開発委託事業」は東京私立中学高等
学校協会（東京私学教育研究所）と連携し、主に東京の私立学校の教員を対象と
して実施する。単なる講義と試験に終始するのではなく、受講生が自らの課題を
持ち込み、それを受講生全員で共有しながら解決の糸口を見出す講習としたい。

03-3237-
1811

03-3230-
2810

kyomen@kyoiku-u.jp

学校教育研
究科
高橋 誠
出口英樹

事務局
中岡 天
丸山 毅

36 早稲田大学 早稲田大学
新の教育事情、生徒指導・キャリア

教育、
小中学校教員のための理科教育

早稲田大学早稲田キャンパス（東京都
新宿区）他、オンデマンド配信を含む

小中高等学校教員

私立総合大学の特性を生かし、多様な専門領域の教員の協力によって、 新の
教育事情、教科内容、方法を含む免許更新講習を行なう。地理的条件、勤務の
都合によって会場受講困難な対象者に、インターネットによるオンデマンド授業を
配信し、希望者には、理解を深めたい事項について、担当講師によるスクーリン
グを実施しする（選択制）。内容は、「教育の 新事情」、「生徒指導・キャリア教
育」、加えて教育内容の充実に資する内容として「小・中学校教員のための理科
教育」を実施する。

03-3232-
3599

03-5273-
4435

wotl-
info@list.waseda.jp

中村　正道

37

（学）大乗淑徳学
園
淑徳幼児教育専
門学校

東京都板橋区
板橋区教育委員
会　他

「幼児教育の 新情報修得」
「現場実技充実講座」

開設時期：7月28日～8月4日、8月18
日～8月25日、9月4日～9月11日
場所：淑徳幼児教育専門学校

幼稚園教諭

幼稚園現場に欠かせない知識・技能は全てお任せください。世界的に活動をして
いる本校の講師陣と共に、板橋区長が自ら講師を勤めます。近郊の幼稚園教諭
を対象とした講座を展開します。特に、保育技術では、本校創始のパネルシア
ターを中心に展開します。事前に希望調査も行いながら相互で展開するように計
画します。

03-5392-
8881

03-5392-
8880

s-kikuchi@shukutoku-vc.ac.jp 菊地　渉道

38

学校法人和田実
学園
東京教育専門学
校

東京教育専門学校

「幼稚園における自立的遊びの構築」
「発達障害支援」「幼稚園の教室運
営」
「教育の 新事情」

□平成20年8月20日〜24日
□東京教育専門学校
東京都新宿区下落合2-1-12

幼稚園教諭

主に幼稚園教諭を対象とします。当学園創立者である和田実の提唱した「誘導に
よる保育」「遊びの中から学ぶ保育」をベースとし、教員が現在、直面している諸
問題への対応として、次の三講座を開設します。「幼稚園における自立的遊びの
構築」「発達障害支援」「幼稚園の教室運営」。幼稚園教員養成校の草分けとし
て、併設の目白幼稚園を始めとした現場での実践を生かし、理論とフィールド
ワーク、DVDテキストを通して講習します。

03-3227-
0091

03-3227-
0525

koho@wadaminoru.ac.jp 門山　辰弥
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39
独立行政法人
国立青少年教育
振興機構

独立行政法人　国
立青少年教育振
興機構

「教科指導・学級経営に生かす体験
活動の指導法」（教育内容の充実）

①平成２０年７月２８日～３０日（国立
オリンピック記念青少年総合センター）
②平成２０年８月１９日～２０日（国立
淡路青少年交流の家）

全教員
①２０人
②４０人

「体験活動の指導」をテーマに，国立青少年センターと国立淡路青少年交流の家
の２会場で，宿泊研修の形態で実施する。研修内容は「教育課程と体験活動」の
講義，学級づくりに生かす「コミュニケーション」に関する実習と講義，教科指導に
役立つ「環境教育」や「安全教育」に関する実習と講義を予定している。

０３－６４０７
－７７２１

０３－６４０７
－７６９９

honbu20jigyou@niye.go.j高田　雅志

40
独立行政法人
国立科学博物館

独立行政法人
国立科学博物館

1)「教員のための博物館活用法」
2)「教員のための 新自然科学研究
入門（人類進化）」

1)平成20年7月31日（木）
2)平成20年8月1日（金）

主に
中学校・高校教員（理科）

国立科学博物館が主催するこの講座では教員のみなさんに自然科学の 新の
研究成果について理解を深めていただくとともに、博物館リテラシー（活用能力）
を高めてもらうことを目的としています。自然科学の研究成果については新学習
指導要領に関連する人類進化などを中心とした講義を、博物館の活用に関連し
ても新学習指導要領を踏まえた効果的な活用方法を習得するため、展示のねら
い、学習支援活動等に関する講義を行い、展示見学ワークシート、指導案の作成
など実践的な講習を実施します。

03-5814-
9876

03-5814-
9898

junko@kahaku.go.jp 土屋順子

41
独立行政法人
日本芸術文化振
興会

独立行政法人
日本芸術文化振
興会

伝統芸能にみる日本のこころ

平成２０年７月22日～7月25日
日本芸術文化振興会伝統芸能情報館
レクチャー室、国立能楽堂大講義室
他

小学校・中学校・高等学
校教員（国語・社会・音
楽）

独立行政法人日本芸術文化振興会の事業目的に「我が国古来の伝統的な芸能
の公開、伝承者の養成、調査研究等を行い、その保存及び振興を図る」ことがあ
る。改正教育基本法において、伝統と文化を尊重する旨が明記されているが、伝
統芸能について体系的・実践的に学ぶ機会が得られる場所は限られているた
め、教員が自ら学ぶことは難しいと考えられる。そこで本講習では、教員に伝統
芸能に関する基本的な知識をわかりやすく教授することを目的としている。講習と
しては、講義や公演見学、体験学習等の形式を用い、多方面の角度から伝統芸
能を学べるカリキュラムを設定している。

０３－３２６５
－７４１１
（代表）

０３－３２６５
－７４０２

somu-nt@ntj.jac.go.jp
総務部総務
課　三吉

42
財団法人私立大
学通信教育協会

財団法人私立大
学通信教育協会

教材開発と調査を主とし、免許状更
新講習そのものとしては実施しない。

同左 同左
(1)加盟校相互利用教材としての『教育事情』の作成、(2)離島・遠隔地勤務の教員への
対応のための科目試験会場の活用や監督者委託型修了認定試験の検討、(3)障害者へ
の講習の際の配慮のための検討と『教育事情』CD-ROM版の制作に取り組む。

03-3818-
3870

03-5803-
9939

tgoto@uce.or.jp 後藤　孝子

43
財団法人
日本私学教育研
究所

財団法人
日本私学教育研
究所

１． 教育の 新事情（１２時間）２．教
科指導・生徒指導その他教育内容の
充実に関する事項（１８時間）

５，６，７月土日の１日　日本私学教育
研究所（千代田区麹町）
８月９－１０日、２０ー２２日、２５－２７
日日本私学教育研究所、神奈川県私
学会館（横浜市）、兵庫県私学会館
（神戸市）

私立小学校、中学校、高
等学校

本研究所は、初任者研修・10年経験者研修などの教員研修を唯一全国的に実施し
ております。これまでの実績を踏まえ、また多くの私学関係者の要望から、私立学校
の教員を対象とした免許更新講習（試行）を実施いたします。

０３－３２２２
－１６２１

０３－３２２２
－１６８３

edyamaji@blue.ocn.ne.jp山路　進

44
財団法人大学セ
ミナーハウス

財団法人大学セミ
ナーハウス

①教育の 新事情
②教育内容の充実

開設時期：平成20年7月28日～31日
場所：八王子セミナーハウス

小中高教員

新事情を熟知した大学の教職課程の教授と現場経験の豊富な講師を配置す
ることにより、受講者の現場のニーズをつかみながら、実践的な成果をもたらす
双方向的な講習に加えて、受講者相互、受講者と講師の相互交流の機会を設
け、メンタルな部分を含めたきめ細かな講習を実施する。講習会は豊かな自然環
境の中で短期集中型の合宿形式で行う。

042-676-
8511(代
表）
042-676-
8512（直
通）

042-676-
1220（代表）

koshinkosyu@seminarh
ouse.or.jp

事業開発部
池田　茂

45

財団法人　全日
本私立幼稚園幼
児教育研究機構
（理事長・三浦貞
子）

財団法人　全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構（理
事長・三浦貞子）

「幼稚園教育内容を深めるための講
座」、「保育現場での資質を向上する
ための講座」、「幼稚園の役割を広め
るための講座」

開催時期：平成20年７月20日から８月
３１日までの３日間（例えば、７月２１
日、８月３日、８月１５日）、場所：アル
カディア市ヶ谷私学会館（東京都・千代
田区）、幼稚園ホール（北海道・北見
市）、幼稚園ホール（和歌山県・田辺
市）

幼稚園教員

本研究機構は、全国規模の幼稚園団体である。免許状更新講習については、国
公私立の区別なく、幼稚園教育に携わる教員の多様なニーズに応じた講習の機
会が設けられる必要がある。本機構では、幼稚園教育要領の作成にかかわった
先生の意図を間違いなく伝える役目を担えるよう幼稚園教育の専門的な知識や
技能の習得、幼稚園教員としての資質向上のための意義ある講座とするための
試行を行うものである。

03-3237-
1080

03-3263-
7038

info@youchien-kikou.co 勝倉　教雄

46
(社） 学術・文化・
産業ネットワーク
多摩

ネットワーク多摩
加盟大学
①大妻女子大学
②中央大学
③帝京大学
④明星大学
他

①国際理解活動における英語教育の
試み
②ごみの問題を考える
③まちづくりと学校の関係

時期　平成20年8月上旬

会場　明星大学日野キャンパス
全教員

本法人は、多摩地域の大学を中心に産官学連携を通して地域貢献を図るべく、平成
17年に設立されました。講習開催にあたっては本法人に加盟する課程認定大学が中
心となり、それぞれが独自に培ってきた教員養成に関する経験・知識を集約し、「教
科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項」に関する18時間の講義を
短期集中で実施します。本法人の今後の指針でもある「国際理解」「環境教育」「まち
づくり」の３つのテーマに関連した内容を予定しています。

042-591-
8540

042-591-
8831

office@nw.tama.jp 大田　睦弘

7

mailto:honbu20jigyou@niye.go.jp�
mailto:edyamaji@blue.ocn.ne.jp�
mailto:junko@kahaku.go.jp�
mailto:somu-nt@ntj.jac.go.jp�
mailto:tgoto@uce.or.jp�
mailto:info@youchien-kikou.com�
mailto:koshinkosyu@seminarhouse.or.jp�


no 申請（代表）大学名 参加大学名 主な講座名 開設時期及び場所 受講対象者 試行事業の概要・PR等 電話番号 FAX メールアドレス 担当者名
委託事業の内容 委託事業に関する問い合わせ先

47 横浜国立大学 横浜国立大学

１　教育の 新事情 （12時間）１講座
２　教科内容の充実　（各講座６時間）９講座
「国語教育の過去・現在・未来」
「活用する力を育てる算数授業づくり」
「これからの理科教育における指導・評価の
視点と方向」
「社会科教育授業の 前線」
「家庭科で育つ力と教育課程の実際（小・中・
高を見通して）」
「メカトロニクス教育基礎講義及び演習」
「美術教育の基礎」
「体育科教育の基礎」
「第二言語習得と外国語教育」

平成２０年８月
教育人間科学部

１　教育の 新
　　事情：
　　全教員

２　教科内容の
　　充実：
　　主に小・中
　　学校教員

神奈川県内受講者の多様なニーズに対応するため多様なプログラムを提供する
ことが求められることから、全教員を対象とする「教育の 新事情」のほか、主に
小学校・中学校教員を対象とする「教科内容の充実」に関する９講座を開設し、ア
ラカルト方式で提供する。各講座は、今後の１０年を見据えた内容で、講義のみ
ならず、演習、実験、実技など多様な講習形式となっている。

０４５－３３９
－３１０４

０４５－３３９
－３１００

kyomu.kacho@nuc.ynu.ac中島　庸介

48 女子美術大学 女子美術大学
映像メディア特論、立体造形特論、美
術教育論特講、教育臨床心理学特論

平成20年8月2日～28日、女子美術大
学

各講座50名、計200名

中学校・高校の美術科教員及び小学校の図画工作専科教員を対象として、教科
教育に関する3講座、中学校・高校の全教員を対象として、生徒指導・教育相談に
関する1講座を開設する。4講座全般的に 新の内容や知見を盛り込んでいる
が、特に教科教育に関する「映像メディア特論」は情報リテラシーについて、生徒
指導・教育相談に関する「教育臨床心理学特論」は 近見られる問題行動の臨
床心理学的・精神医学的な理解についてそれぞれ学習するもので、きわめて現
代的内容を含んでいる。

０４２－７７
８－６１１１
（代表）

０４２－７７８
－６６３３

maeda@joshibi.ac.jp
教授
前田基成

49 相模女子大学 相模女子大学
「教育の 新事情」
「教育コミュニケーション」

平成２０年８月１８日
           ～８月２２日

幼・小・中・高等学校教
諭、養護学校教諭

教育のおかれている現状をしっかりと把握し、これからの教員に求められる力、な
かでもコミュニケーション力をキーワードに実践力向上を目指します。教育現場で
新しい課題とされている危機管理やMonsterペアレンツ対策、ADHD、LD等に対応
できる特別支援教育力などについて理論的に学びながら課題解決の糸口を探り
ます。具体的な事例に学びながら、対子どもだけでなく、対保護者、対近隣の人
びとに対する支援と協働のあり方を模索し、今後の実践に活かしてゆきましょう。

042-747-
9538

042-743-
4717

y-otagiri@star.sagami-w小田切　良友

50 神奈川大学 神奈川大学
Ⅰ．「新学習指導要領をふまえたコミュニケー
ション能力育成のための授業設計と指導」
Ⅱ．「ICTを活用した授業設計と指導」

Ⅰ．平成20年8月4日～6日
Ⅱ．平成20年8月6日～8日

Ⅰ．中学校・高校で「英語」教
科を担当している者。
Ⅱ．中学校・高校の教師で、日
常の業務でワープロ、表計
算、インターネット、メール等を
使用している者。

Ⅰ．本講習では、新学習指導要領の趣旨をふまえて、４技能のコミュニケーション能力を育成する
ための授業および評価方法改善の具体的視点を受講者に与える。
Ⅱ．ICT（コンピュータやインターネット）を活用しながら、思考力・判断力・表現力を育成するための
授業展開と評価方法を示す。
Ⅰ．Ⅱとも模擬授業演習を通じて実践力を高めることを目的に、講義・討議・演習を実施する。

045-481-
5661（代表）

045-481-
2793

educ-
nogami@kanagawa-
u.ac.jp

教務課　千
葉陽史

51 洗足学園音楽大学洗足学園音楽大学

1）秋山和慶の指揮指導法＆感性指
導法

2）生き生きとした日本語の歌唱表現

3）リズム表現の理論と実践

4）日本の音素材による音楽づくり

【開設時期】
1）H20年8月21・22日

2）H20年8月26日

3）H20年8月下旬

4）H20年8月25日

【場所】
洗足学園音楽大学
（神奈川県川崎市）

音楽指導教員

―“音楽の楽しさを通して、個性を伸ばす”―

実習・体験型の学習を重視している本学が、民謡や打楽器等、身近な素材を使
い、子どもが取り組みやすい学習法を開発。

身体を動かし、楽しみながら、いつの間にか“大切なこと”にたどり着くことができ
る。そして子どもたちはもちろん、教える側も新たな発見によって、共に成長して
いける。

そんな授業を創っていただきたいと思い、本学では４つの講習を開設します。
音楽をこよなく愛する教員の参加をお待ちしています。

044-856-
2729

044-856-
2939

k-senda@senzoku.ac.jp

fujiuchi@senzoku.ac.jp

千田　孝治

藤内　玲子

52
上越教育大学

上越教育大学
新潟大学

「教育の 新事情」
「特別支援」
「心理」
「国語」
「社会」
「化学」
「算数」
「体育」

平成２０年８月４日
 ～ ８月２５日
上越教育大学（新潟県上越市），長岡
技術科学大学（新潟県長岡市），新潟
大学（新潟県新潟市），佐渡中央文化
会館（新潟県佐渡市）

教育の 新事情：全教員
選択：特別支援：全教員
選択：その他：小・中学校
教員

新潟県全域の教員免許状更新講習希望者に対応できる広域連携の実施体制を
整え，講習の円滑な実施を目指して，「教員免許状更新講習コンソ－シアム新
潟」を設置し（平成20年2月5日設置，国立大３，高専１，私立大10），試行から本
実施にスムーズに連動させていく。今回の試行に当たっては，本コンソーシアム
の中心大学（上越教育大学，新潟大学）が上越，中越，下越及び佐渡地域で講
習を実施する。

025-521-
3276

025-521-
3280

nozaki@juen.ac.jp 野崎　薫
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no 申請（代表）大学名 参加大学名 主な講座名 開設時期及び場所 受講対象者 試行事業の概要・PR等 電話番号 FAX メールアドレス 担当者名
委託事業の内容 委託事業に関する問い合わせ先

53 富山大学 富山大学

「教育の 新事情」，「Excelをもちい
たアンケート調査の基礎」、「人の心
理と法の関わり」、「美術教科指導者
のための素描」、「授業におけるＩＣＴ
の活用」等

（開設時期）平成20年７月１日 ～８月
30日
（開設場所）富山大学五福キャンパス
（富山市五福3190）及び高岡キャンパ
ス（高岡市二上町180）（高岡キャンパ
スでは美術工芸系講座を開設）

現職教員（ただし、希望
者多数のときは、「予備
講習制度」の趣旨を活か
すため、平成23年3月31
日が免許状更新修了確
認期限の者の受講を優
先させることがありま
す。）

富山県内唯一の総合大学としての特色を活かし、高度な専門職能を持った教授
陣が、富山県教育委員会と連携協力して研修を行います。必修の「教育の 新
事情」では、教職についての省察から、子供理解、教育施策、学校内外の連携ま
で幅広く学べます。又、選択の「教育内容の充実」では、教科の特性や現代的教
育課題に対応した内容です。これらの研修は平成21年度からの本格的実施に向
けた研修内容・教育方法の改善のための試行として行われるものです。

０７６（４４５）
６０７７

０７６（４４５）６
０９４

kyoumu@adm.u-
toyama.ac.jp

学務部学務
企画グルー
プ（新井、
堀、細田）

54
金沢大学

金沢大学
金沢美術工芸大
学
金沢工業大学
金沢星稜大学
金城大学
北陸学院短期大
学

（ア）教育の 新事情A、（イ）教育の
新事情B、（ウ）成績評価のための

統計学講座、（エ）力学の考え方と教
え方、（オ）数学教育のつぼ

（ア）平成20年8月19日 ～ 8月20日：金
沢大学（石川県金沢市）、（イ）平成20
年8月21日 ～ 8月22日：のとふれあい
文化センター（石川県鳳珠郡穴水
町）、（ウ、エ、オ）平成20年6月16日 ～
6月27日

（ア、イ）石川県内 全教
員（石川県教委）、（ウ）
石川県内 小中高教員
（石川県教委）、（エ）石
川県内 中高 理系教員
（石川県教委）、（オ）石
川県内 中高 理系教員
（石川県教委）

「教育の 新事情」に関する対面講座を石川県内の六つの大学と石川県教育委
員会が連携し、総勢17名の講師が様々な専門的知見をその見地から金沢大学、
のとふれあい文化センターの二会場にて実施します。また、e-Learningによる「教
育内容の充実」に関する三つの講座を開講し、対面式講座の受講が困難な者
（離島・へき地在住者、障害を有する者、開設日に時間的都合が付かない者）の
受講を保証する体制構築を試みます。

    076-
264-5956

    076-234-
4040

kaminasi@ad.kanaza 上梨　　清

55 金沢美術工芸大学 金沢美術工芸大学
日本の美術の探究－伝統から 先端ま
で－

平成20年8月25日～8月27日金沢美術工
芸大学（石川県金沢市）

小学校教諭(図画工作)、中
学校教諭(美術)、高等学校
教諭(美術、工芸)

　「伝統や文化に関する教育の充実」の探求として日本の美術をテーマとし、児童・生徒
が日本人として修得すべき芸術・文化的素養を育むことを促す契機となるよう、わが国や
郷土の伝統的な造形芸術からニューメディアなど新しいアートに関する幅広い内容を取
り扱う。講習は、少人数制による個別指導を加味し、美術及び工芸に関する教養と技術
を養いつつ、指導や制作について新たな興味と意欲を喚起する内容である。

０７６−２６２
−３５３１

０７６−２６２−
６５９４

admin@kanazawa-
bidai.ac.jp

木戸口　三
津

56 小松短期大学 小松短期大学 情報科学 ８月　小松短期大学内 高校教諭

本学は、情報化社会に適応できる人材を輩出するために、情報処理教育の充実を目ざ
してきた。早い時期からインターネット環境を整備し、マルチメディアにも積極的に取り組
んできた。高校では、教科「情報」が単位化されて久しいが、情報処理教育のバックボー
ンとなるような業界知識を、情報システム、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなど
に分けて講習を行う。

０７６１－４４
－３５００

０７６１－４４
－３５０６

kyomu-c@komatsu-藤井正祥

57 福井大学 福井大学

「教育実践と教育改革（教育の 新
事情）」
「授業づくりとカリキュラム」
「児童生徒の成長を支える」
「コミュニティとしての学校」

平成２０年６月１４日、
８月５日 ～８月７日
福井大学教育地域科学部ほか

全教員

　福井大学教育地域科学部では、地域の学校・教育委員会、そして先生方と協力
しながら、新しい時代の教育を実現していく取り組みを進めています。こうした取り
組みをふまえ、教員免許状更新制にともなう「更新講習プログラム」開発の一環と
して、新しい教育を、ともに探究する４つの講座を開設します。いずれも少人数の
グループで、互いの学校での実践をじっくり語り合い聴き取りながら、主題を掘り
下げ、新しい時代の教育のあり方を探究していく、新しい研修の形をめざすもの
です。

０７７６－２７
－８４００

０７７６－２７
－８５１９

t_mori@u-fukui.ac.jp 森　　利彦

58 山梨大学 山梨大学
「教育の 新事情」「教育内容(人文・
社会・工学・医学)

平成２０年６月１日～８月３１日 　　　　　全教員・全校種

本学は、教員養成系大学として、山梨県内の中核的な教員養成機関である。教
育委員会と連携しながら、講習内容として教養系のみならず、医学系、工学系な
どの内容を準備し、講習の質の充実を図る。受講形態を多様にして、土日開講と
夏休み集中の両方を予定している。「 新事情」については、土日開講とする。
「指導領域」は夏休み集中で、講義内容は教養系、医学系、工学系の６講義を並
列で開講し、選択方式とする。

055-220-8101 055-220-8791 takanos@yamanashi.ac.j鷹野　信悟

59 都留文科大学 都留文科大学 いま求められる学習指導のあり方
平成２０年７月３１日から平成２０年８
月１日開催予定、会場は都留文科大
学及び都留市内の小学校

小、中、高校教員

 「いま求められる学習指導のあり方」をテーマに、小中国語、小中社会、総合学
習、中高国語、中高英語、中高社会に照準を合わせた６講座（各３時間。いずれ
も「教育内容の充実」領域）を開講します。現場感覚豊かな講師陣が、 新の理
論と豊富な実践例を踏まえた講義と演習を担当します。受講者は２講座以上を自
由に選択して受講します。一部の講座については、通信ネットワークの利用によ
り、都留市内の小学校でも受講できます。

0554-43-
4341（代）

0554-43-
4347

kouho@tsuru.ac.jp

大学事務局
総務課　庶
務企画担当
深澤祥邦
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no 申請（代表）大学名 参加大学名 主な講座名 開設時期及び場所 受講対象者 試行事業の概要・PR等 電話番号 FAX メールアドレス 担当者名
委託事業の内容 委託事業に関する問い合わせ先

60 信州大学 信州大学
Ａ教育の 新事情（12時間×6講座）

B教育内容の充実（6時間×30講座）

開設時期
　夏季休暇
　土日・平日夜間
　　　　　　（６～８月）
開設場所
　信州大学５キャンパス
　　長野（教育学部）
　　長野（工学部）
　　松本
　　上田（繊維学部）
　　南箕輪（農学部）

小学校教諭
中学校教諭
高等学校教諭

　教員免許更新支援センター（小坂共榮センター長）を設立し、県内に分散する５
キャンパスの特性をフルに生かし、全学部(人文・教育・経済・理学・医学・工学・
農学・繊維・全学教育機構)の教員が、専門性を活かした魅力的な講座を開設し
ます
　対面の講義形式だけでなく、少人数の実験・実技・実習、グループワーク、ワー
クショップ、e-Learning、テレビ会議システムによる遠隔講座など、多様な形態で
実施します。

◆詳細は、次のWebサイトをご覧ください。
　　　　　信州大学免許更新支援センター
　　　　　　　http://cert.shinshu-u.ac.jp/kmkk/

0263-37-
3166

0263-36-
3044

kmksc@shinshu-u.ac.jp 太田久喜

61 岐阜大学

岐阜大学
岐阜経済大学
岐阜聖徳学園大
学
東海学院大学
東海学院大学短
期大学部

「教育の 新事情」
「国語の教材徹底研究～文学と説明
文・表現・解釈のための文法～」
「数学的な考え方を伸ばす指導」
「教室内第二言語習得研究と英語指
導」
「歴史教材の取り上げ方と歴史認識
の研究」
「身近な生物教材の活用法」
「災害・環境教育の視点」

平成２０年７月５日 ～８月２５日

岐阜大学

岐阜県教育委員会教員
（約200名）

本学での試行事業では，①コンソーアム形式で実施するために複数大学講師に
よる連携講義，②県教委との連携による相当数の受講者の受入れ，③遠隔地へ
の出張講義，④テレビ会議システムを用いた多地点遠隔授業の試行とその運用
体制の整備，⑤すでに実施している10年経験者研修の大学研修を免許更新講習
に移行する試み，⑥フィールドワークや演習，教育実践の省察活動等を取り入れ
た講習の実施，などを計画している。

０５８－２９３
－２１３３

０５８－２９３
－３３８２

gjea01002@jim.gifu
-u.ac.jp

傍嶋敏雄

62 岐阜女子大学 岐阜女子大学

①「教育内容の充実」
②「教育実践力の向上」
③「これからの家庭科教育と食分野を
中心とした授業展開のあり方」
④「郷土資料の教材化とその学習方
法のあり方」
以上４つの講座を開設

平成２０年
８月６日～８日

①と②全教員
(定員３０名）
③は高校
家庭科教員
（定員２０名）
④は小学校教員
（定員２０名）

　「教育内容の充実」につき６時間。「教育実践力の向上」につき６時間。「これか
らの家庭科教育と食分野を中心とした授業展開のあり方」６時間。「郷土資料の
教材化とその学習方法のあり方」６時間実施する。①と②は、社会が必要とする
学校とは何かについて考えるとともに、親や子どもの問題行動などへの対処法を
心理教育的観点から解説、また、教師に求められる実践的専門性を高めるには
どうにすべきかについて、具体的実践例をもとに検討するとともに、今日新たな課
題となっている、著作権･プライバシー権、情報倫理にどのように取り組んでいく
のかについて考察する。③と④は、それぞれの現場における具体的事例を踏ま
えつつ学習指導の有効利用や授業展開について考察する。

０５８－２２９
－２２１１

０５８－２２９
－２２２２

iwamizu@gijodai.ac.jp

masat@gijodai.ac.jp

岩水　龍峰

高橋　正司

63 静岡大学 静岡大学

教育の 新事情／特別支援教育の新た
な課題／環境問題の 前線／新しい技
術科の授業づくり／英語のシンカ（真価・
進化・深化）／算数・数学の魅力とその
指導／新しい理科実験・実習講座－物
理・化学－／子育て・発達講座／体力づ
くりのための栄養学／音楽に求められる
技術修得／新しい理科実験・実習講座
－生物・地学分野－／環境教育をどうす
すめるか／生命・環境倫理の 前線／
現代社会と法教育／美術・デザインの現
在／国語科の魅力とその指導

開催時期：平成２０年８月２０日 ～８月
２４日　場所：静岡大学（静岡市）／日
本大学国際関係学部（三島市）

「教育の 新事情」全教員／
「特別支援教育の新たな課
題」 全教員／「環境問題の
前線」
全教員／「新しい技術科の授
業づくり」中・高の技術科教員
／「英語のシンカ（真価・進化・
深化）」小学校全教員、中・高
の英語教員／「算数・数学の
魅力とその指導」小学校全教
員、中・高の数学教員／「新し
い理科実験・実習講座－物
理・化学－」中・高の理科教員
／「子育て・発達講座」全教員
／「体力づくりのための栄養
学」小学校全教員、中・高の家
庭科・保健体育教員／「音楽
に求められる技術修得」小学
校全教員、中・高の音楽科教
員／「新しい理科実験・実習講
座－生物・地学分野－」中・高
の理科教員／「環境教育をど
うすすめるか」全教員／「生
命・環境倫理の 前線」中・高
の全教員／「現代社会と法教
育」全教員／「美術・デザイン
の現在」全教員／「国語科の
魅力とその指導」全教員

「教育の 新事情」（全員必修）の分野は、教育行政及び教育法の専門領域と教育心理
学の専門領域の２名の教員が担当する。教職専門の内容を精選し、現職教員がより深く
きめ細かな問題整理が行えるよう工夫し、現職教員が現場に戻った際にその知識が有
効活用できるよう配慮した。また、「教育内容の充実」の分野は、特別支援教育、環境教
育、英語教育など多くの教科に対応した科目を開講し、できるだけ多数の教員が受講で
きるよう努めた。

054-238-
4327

054-238-
5347

gkyoumu2@adb,shizuok
a.ac.jp

森本　真弘
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no 申請（代表）大学名 参加大学名 主な講座名 開設時期及び場所 受講対象者 試行事業の概要・PR等 電話番号 FAX メールアドレス 担当者名
委託事業の内容 委託事業に関する問い合わせ先

64 常葉学園大学
①常葉学園大学
②静岡文化芸術
大学

必修：「教育の 新事情」
選択：「小学校教育の 新課題と教
材開発」

時期：平成２０年８月２０日～８月２４日
場所：①常葉学園大学（静岡県静岡市
葵区）②静岡文化芸術大学（静岡県浜
松市中区）

必修：全教員
選択：小学校教員

本学は静岡市に所在し、教育学部初等教育課程を中心に主として小学校教員の
養成を行なってきており、平成２０年４月に教職大学院（初等教育高度実践研究
科）が発足した。今回の教員免許状更新講習（試行）においては、社会の変化に
即した学校教育の充実を図るために、特に小学校教員のニーズに応じた講習を
行うこととしている。なお、本講習は、静岡市及び浜松市において夏期休業中に
実施する。

054-261-
2614（直
通）
054-263-
1125（代
表）

054-261-
2304（直通）
054-263-
2750（代表）

pgcjim@tokoha-
u.ac.jp 深澤

フカサワ

　正彦
マサヒコ

65 愛知教育大学 愛知教育大学

「教育の 新事情」：教職についての
省察，子どもの発達・変化の理解と指
導・支援等
「教科指導，生徒指導その他教育内
容の充実」：生活指導上の問題，生活
習慣の変化を踏まえた生徒指導等

平成２０年８月２０日（水）～２２日（金）
場所：愛知教育大学

「教育の 新事情」：全教
員
「教科指導，生徒指導そ
の他教育内容の充実」：
各講座の対象教員

本学の試行においては，各学校段階や各教科等に即した多種・多様な講習を開
設し，講習の内容や運営方法及び修了試験認定の水準等について検証すること
としています。今回の講習の参加者としては，更新講習の対象となる一般の教員
以外に，教育委員会の指導主事や校長などの学校の管理者，来年度に免許状
更新講習の開設を予定する他大学の関係者等を考えており，試行の 終日にシ
ンポジウムを開催し，平成２１年度の本格実施に向けた講習全体の点検・評価を
行います。

０５６６－２６
－２７０８，２
６７８

０５６６－２６
－２１６０

shigu@office.aichi-
edu.ac.jp

　樋口　眞二

66 愛知大学 愛知大学
１．「老子」を読む
２．「論語」を読む

講座１「老子」を読む＝５月１６日から７
月４日の毎週金曜日１８時１５分から１
９時４５分、愛知大学車道校舎（名古
屋市東区）、講座２「論語」を読む＝５
月１６日から７月４日の毎週金曜日１９
時１５分から２０時４５分、愛知大学豊
橋校舎（豊橋市）。このほか、規定時間
数を満たすための補講を受講者と打ち
合わせのうえ実施します。

中高・国語科、高・書道
科、中学・社会科、高校・
地歴公民科を担当する
教員、国語科社会科に
関心の深い小学校教員
または幼稚園から高校ま
での生徒指導の立場か
ら講座内容に関心のあ
る教員を主な対象としま
す。このほか教員免許を
持つ方で参加を希望され
る方はお問い合わせくだ
さい。

愛知大学は「教育内容の充実」（１８時間）領域にあたる「『老子』を読む」、「『論
語』を読む」をテーマとした分かりやすく興味深い内容の試行講習を行います。
オープンカレッジ（大学公開講座）の授業を更新制講習の授業とする場合のさま
ざまな条件の検討を行うことを課題としています。この趣旨にご賛同いただくこと
のできる先生方の積極的なご参加を期待します。講座１、２とも募集定員は１０名
です。定員の関係から、応募者多数の場合、平成２３年３月３１日に免許更新修
了確認期限を迎える方の受講を優先します。なお、お問い合わせは、できれば
メールでお願いいたします。

0532-47-
4117

0532-47-
4136

honda@aichi-u.ac.jp 本多愛子

67 三重大学 三重大学

「教育相談の理論と方法」

「自然災害と日本の風土」

「学校における食育の推進」

時期：8月1日－8月30
(この期間中の3日間)

場所：三重大学・県立尾鷲高校・県立
鳥羽高校

全教員

本学は，教員養成学部を有する地域に根ざした大学として，主に，三重県下の教
員に対して免許状更新予備講習を開設します．三重県の地域性より，尾鷲・志
摩・伊賀などにおける受講生の負担に対する配慮が必要です．本試行事業で
は，尾鷲・鳥羽をサテライト拠点として，TV会議システムを導入することで，双方
向の講義形態の提供を試みるとともに，併せて，出張講習も行います．講習で
は，教育的・社会的に重要なテーマである「教育相談」・「食育」・「自然災害」に関
わる講座を開設します．

059-231-
5520

059-231-
9058

kyomu-m@ab.mie-u.a

学務部教務
チーム
更新講習担
当
山田聡子

68 滋賀大学 滋賀大学

『教育の 新情報』　『教育内容の充
実「滋賀県の教育課題（環境教育・琵
琶湖学習）」「小学校の教科の科目・
新しい教育内容」』

平成２０年８月３日 ～
　　　　　　　　８月８日

滋賀県大津市平津
2-5-1
滋賀大学教育学部

主として小学校教員

本学部の試行講習は、滋賀県下の小学校教員を主対象として8月3日―8日の6
日間で必修12時間と選択18時間の30時間すべてを行う。必修2日、選択4日とし
て、選択Ⅰ群は「環境教育」、「滋賀の食文化」、選択Ⅱ群は小学校8教科から選
択、選択Ⅲ群はその他４つの自由科目とした。開講する試行講習に関して、資料
集的なﾃｷｽﾄを作成して、便宜を図る。また、受講者の多様なﾆｰｽﾞをとらえるため
に、事前調査と事後の調査を実施する。

077（537）
7701

077（537）
7840

 kikaku@sue.shiga-u.ac.jp

教育学部企
画係
太田

69 京都教育大学

京都工芸繊維大学
京都教育大学
大谷大学
京都産業大学
京都文教大学
同志社大学
龍谷大学
京都文教短期大学

教育の 新事情

８月４日(月)
　　５日(火)
京都教育大学

８月２７日(水)
　　２８日(木)
京都府総合教育センター北部研修所（綾
部市）

全教員

本試行では、教職キャリアにおけるさらなる職能開発の契機として講習を位置づける。す
なわち、教員資格を確認するための 新情報の伝達といった消極的なものに留まらず、
受講者の豊かな教職経験を重要な教育資源と捉え、デマンドサイドに対応した講習を実
施する。具体的にはグループワークを柱とし、受講者間での情報交換と討議、自身の振
り返りと教職像の再構築を促すことで、学びつづける教員への支援となることを意図して
いる。

075－644－
8146

075－644－
8162

sasakiy@kyokyo-u.ac.j佐々木佳継
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no 申請（代表）大学名 参加大学名 主な講座名 開設時期及び場所 受講対象者 試行事業の概要・PR等 電話番号 FAX メールアドレス 担当者名
委託事業の内容 委託事業に関する問い合わせ先

70 京都大学
京都造形芸術大
学
京都大学

理科大好きに変身する３日間

第１回6月7・8・15日（京大）:第2回6月
21・22・28日（京大）:第3回7月12・13・
20日(京大・京都造形大）：第4回7月
23・24・25日（京都北部・京大農学部附
属農場・交渉中）：第5回7月28・29・30
日（京都府北部または南部）

理科の不得手な小学校
教員

先生！あなたも理科大好きに変身。京大の楽しむ科学研究のノウハウと、京都造形芸術大学の豊
かな感性を育む力を融合、芸術と科学が融合した、まったく新しい理科の教授法をお伝えします。
のべ３日間18時間のコースですが、終わってみれば「理科ってこんなに楽しい！」と生徒たちに伝
えたくなります。自由時間には、京都ならではの文化プログラムも体験、一生の思い出となるリフ
レッシュメントの３日間となります。

075-753-
3272

075-753-
3277

koukai＠
inet.museum.kyoto
-u.ac.jp（＠は小文
字に変換してくださ
い）。問い合わせに
は「免許更新」とい
うキーワードを入れ
てください。京都大
学および京都大学
総合博物館のHP
にも案内を公表し
ます

大野照文

71

学校法人浄土宗教育
資団

佛　教　大　学

学校法人浄土宗教育資
団

佛　教　大　学

①人間力をみがく

②指導力をみがく

平成20年6月1日
　　　　　　 ～9月14日

佛教大学
（京都府京都市北区）

①全教員

②小学校教員

講座内容は　①人間力をみがく　②指導力をみがく　を大きな柱として、①人間力
をみがく　では、人間・子ども・京都などをテーマに総合的な人間力をさらに養う内
容を予定している。　②指導力をみがく　では、教科や生徒指導力などをテーマに
教育の専門家としての確かな力量をさらに養う内容を予定している。①②の内容
により、より強い「学びの精神」と「教職に対する強い情熱」を再認識できることを
目的とする。

075-491-
2141(代)

(内線)
5475

075-495-5724 btrec@bukkyo-u.ac.jp

佛教大学
教員免許更

新室

松尾　俊秀

72
京都ノートルダ
ム女子大学

京都ノートルダム
女子大学

「教育の 新事情」「幼児の事実から
の学び」「丹後半島の自然に学ぶ」な
ど

平成20年8月5日～8月9日（京都ノート
ルダム女子大学）、
8月22日～24日（京都府立丹後海と星
の見える丘公園）

全教員、幼稚園教員、国
語科教員、家庭科教員
など（講座内容による）

本学は学生数約1,600人の小規模女子大学ですが、幼小中高の免許課程を持
ち、現職経験豊かな教授陣により実践的指導力を養成することを目指して
います。今回の試行実施では、体験的な活動やグループワークなど、座学
だけでない講習も開設。特に「丹後半島の自然に学ぶ」など合宿形式の２
講習は、文字どおり寝食を共にしながら学び合う場としての試みです。京
都府宮津市の自然公園内研修施設を会場とし、京都府北部地域からも参加
しやすいよう配慮しています。

０７５－７０
６－３７４５

０７５－７０６
－３７９０

kyomubu@notredame.a
c.jp

小林　忍

73 同志社大学

同志社大学

日本私学教育研
究所

教育の 新事情

日程：２００８年
　　　８月２３日（土）～
　　　２４日（日）を予定

場所：同志社大学
　　　　今出川校地

私立学校教員、私学出
身教員を主とする全教員

同志社大学は、「公立学校とは制度が異なる学校法人の実情や、各校の建学の
精神に基づく独自で個性豊かな教育理念に留意した講習」を提供することによ
り、多くの私学関係者の要望に応えられるよう、初任者研修、１０年経験者研修な
ど私立学校教員研修に豊富な経験と実績を持つ日本私学教育研究所と連携し、
私立学校教員及び本学卒業生を始めとする私学出身教員を主たる対象として、
免許更新講習（試行）を実施します。

０７５－２５１
－３２０８

０７５－２５１
－３０６４

ji-kyomu
@mail.doshisha.ac.j
p

角谷　哲史
吉川　未紗

74 四天王寺大学 四天王寺大学

「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」
「学校の内外での連携協力について
の理解」
「国語」
「社会」
「算数・情報教育」
「理科」
「小学校英語」
「幼小連携」
「子どもの安全と健康」

平成20年8月18日（月）
　　　　　　　～22日（金）

四天王寺大学

小学校教諭
幼稚園教諭

 本学の講習は、大阪府教育委員会と連携し堺市、羽曳野市、藤井寺市の小学
校・幼稚園教諭を対象に実施する。
　講習は、当該地域で事前アンケート調査を行い、それらを勘案して実施する。
　5日間30時間の内容は、受講対象者が限定されていることから、教職専門科目
を必修とするが、教科専門科目は教諭に必要な 新の知識・技術をいくつかの選
択パターンを設けて、共同学習できるように工夫する。

０７２－９５６
－３３４５

０７２－９５６
－９９６０

ｅｘｔｅｎ＠ｓｈｉｔｅｎｎｏｊ
ｉ.ac.jp

的場　朗

75 兵庫教育大学 兵庫教育大学
学校づくりに活かす教育の 新事情
－学校知の再構成－

開設時期：
平成20年8月1日～8月31日のうち2日
間
場所：
兵庫教育大学（兵庫県加東市）
県立高等学校（兵庫県豊岡市・洲本
市）

全教員

「教育の 新事情に関する事項」12時間について，試行講習を行う。
試行講習においては，本格実施に向け，兵庫県内のモデル的な講習を構築する
ため，兵庫県教育委員会との緊密な連携の下，県内の他の大学とも連携して，受
講者のニーズに対応した多様な講習の開設や講習の質の確保，及び受講者に
とって公平で効率的な講習の実施方法等について検討する。
また，遠隔地の受講困難者に対応するため，県内に整備されている情報ネット
ワークを活用し，情報通信による講習の実施方法の検証を行う。

0795-44-
2320

0795-44-
2009

office-koushin-
r@hyogo-u.ac.jp

総務部企画
課広報・社
会連携事務
室　主査
橋本　美紀
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no 申請（代表）大学名 参加大学名 主な講座名 開設時期及び場所 受講対象者 試行事業の概要・PR等 電話番号 FAX メールアドレス 担当者名
委託事業の内容 委託事業に関する問い合わせ先

76 武庫川女子大学 武庫川女子大学

時代に向き合う教師力開発
（必修12時間）
特別支援教育の新たな課題
（選択6時間）
こどもと身体表現
（選択6時間）
情報機器を用いた授業開発
（選択6時間）

平成20年7月28日・29日
武庫川女子大学中央キャンパス
8月18日・19日
猪名川町カリヨンホール
平成20年8月5日
武庫川女子大学中央キャンパス
平成20年8月2日
武庫川女子大学中央キャンパス
平成20年8月4日
武庫川女子大学中央キャンパス

全教員
（定員50名）
全教員
（定員20名）
全教員
（定員30名）
幼稚園教員
（定員30名）
全教員
（定員30名）

  本学は創設以来、伝統的に教員養成課程を特に重視し多数の教員を輩出し、
大学院においては現職教員研修の実績を有する大学です。
  試行講習は教育困難時代における社会と教師のニーズに応え、時代に向き合
う教師力の開発と向上を図り、教師の意欲と自信を喚起する内容を目指していま
す。講習は豊富な実績を有する本学の専任教員が担当し、各担当者の専門分野
における 新の高度専門的、国際的、実践的課題を中心に、質の高い充実した
内容で構成しています。

0798-45-
3696

0798-45-
3696

koshinp@mukogawa-
u.ac.jp

山田　雅子

77 甲南大学 甲南大学
Ａ：実験を通して考える物理学，
Ｂ：流速計で調べる河川の姿

Ａ：平成20年8月2日(土)甲南大学理工
学部　　　　　　　　　　　　Ｂ：平成20年8
月3日(日)甲南大学理工学部及び明石
川の上流から下流までの野外

Ａ：高等学校理科教員，
Ｂ：小・中学校理科教員

甲南大学理工学部では，小・中・高の理科教員を対象として，観察・実験の指導
力向上のための更新講習を行います．研究者の指導の下に，観察・実験を通して
科学の方法や考え方を体験的に学ぶことができます．観察・実験のテーマは，研
究者の専門的な内容ではなく，明日からの授業改善に役立つように，学校で現に
扱われている実験や事象を取り上げ，これらを深く探究します．今回は物理・地学
分野で実施します．

078-435-
2517

078-435-
2517

kihayasi@konan-u.ac.jp 林　慶一

78 神戸国際大学 神戸国際大学

「 新の教育事情」
「総合的な学習の時間を創り、評価する」
「小学校における英語活動を創る」
「問題解決学習の技法を身につける」

平成20年８月４日 ～８月５日，８月20日
～８月22日
神戸国際大学

新の教育事情に関する
事項：全教員対象
教科指導、生徒指導その
他教育内容の充実に関す
る事項：全教員対象

過去30年近くにわたって、「生きる力」を育むために「個に応じた指導」「ティーム・ティーチ
ング」「少人数指導」や「総合的な学習の時間」など教育方法・内容の改善に努めてきた
全国個性化教育学会，関西個性化教育学会の蓄積や多様な講師を利用して、教員の
ニーズに応じた免許状更新講習を試行する。講習内容としても、ワークショップ形式の演
習を用いて、講習の質の充実を図る。

078-845-
3500

078-845-
3600

kyoushoku@kobe-
kiu.ac.jp

山本克典，
亀高昭子

79 関西国際大学 関西国際大学

●特別支援教育
●カウンセリング
●学校防犯
●学校安全
●国語
●図画工作
●英語

（日程）
平成20年８月６日（水）～８日（金）
（場所）
三木会場：関西国際大学　三木キャン
パス
淡路島会場：国立淡路青少年交流の
家

全教員

　本学は、三木市内唯一の教員養成系大学として、インターンシップや教育実習
を通して地域の教育力の向上に貢献しております。免許状更新講習についても、
本学が地域の教員の期待に応えるような内容での講習を開設いたします。
　また、淡路会場に一部受講者を集め、ＴＶ遠隔会議システムを通した遠隔地共
同講習を行います。
　さらに、いくつかの講習においてはアクティブ・ラーニングとティーム・ティーチン
グの手法を取り入れ、受講者の主体的な取組みを促し、その意識向上を図りま
す。

0794-84-
3506

0794-84-
3535

gakuji@kuins.ac.jp
教務課
池田、柿川

80 芦屋大学 芦屋大学

・教職について省察
・子どもの変化についての理解
・教育政策動向
・学校内外での連携協力の理解
・教科指導・生徒指導その他教育内
容の充実（学校種別）

・平成20年8月18日～8月23日
・本学講義室

・芦屋市の幼・小・中・高
等学校の教員中心
・本学卒業生

教育現場が疲れている、元気がない、特に、先生方の笑顔が消えている、とよく
耳にします。先生たちが明るく元気でなければ、学校は活性化しません。私たち
芦屋大学では、今回の講習が「多忙感」の中で頑張っておられる先生方との「学
び合い」の場となれば、と考えています。 新の教育情報はもちろん、現場でｶｳﾝ
ｾﾘﾝｸﾞ教育や特色ある授業等の実践をしておられる先生たちと共に学びながら、
ご一緒に『共育」を語ってみませんか。

0797-23-
0662

0797-38-
6721

kyoumu@ashiya-u.ac.jp 山中俊一
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81 奈良教育大学

奈良教育大学
奈良女子大学
畿央大学
帝塚山大学
天理大学
大阪樟蔭女子大
学
奈良芸術短期大
学

・必修領域
｢教育の 新事情」
・選択領域
｢教育内容の充実（幼稚園教員用）」
｢教育内容の充実（小学校教員用）」
｢教育内容の充実（中高保健体育教
員用）」
「教育内容の充実（中高理科教員
用）」
「教育内容の充実（中高美術教員
用）」
「教育内容の充実（中高社会・地歴・
公民教員用）」
「教育内容の充実（中高国語教員
用）」
「教育内容の充実（特別支援学校教
員用）」
「教育内容の充実（全教員共通）」

●奈良教育大学
・平成２０年７月５・６日（土・日）に必修領域「教
育の 新事情」２日間(１２時間）開設
・平成２０年８月１１～１３日、１８日～２０日の
期間内に以下の選択領域を各１日(６時間）開
設
｢教育内容の充実（幼稚園教員用）」
｢教育内容の充実（小学校教員用）」
「教育内容の充実（中高社会・地歴・公民教員
用）」
「教育内容の充実（中高国語教員用）」
「教育内容の充実（特別支援学校教員用）」
「教育内容の充実（全教員共通）」
●以下の大学において７月５日～８月２０日の
期間内に選択領域を各１日(６時間）開設
●奈良女子大学
「教育内容の充実（中高理科教員用）」
●畿央大学
｢教育内容の充実（小学校教員用）」
●天理大学
｢教育内容の充実（中高保健体育教員用）」
●大阪樟蔭女子大学
｢教育内容の充実（幼稚園教員用）」
「教育内容の充実（全教員共通）」
●奈良芸術短期大学
「教育内容の充実（中高美術教員用）」

・「教育の 新事情」及び
｢教育内容の充実(全教
員共通）」は全教員対象
・その他の「教育内容の
充実」の各講座について
は、該当教科等の教員
対象

奈良教育大学は、奈良県内の中核的な教員養成機関として、有能な教育者を養
成してきたところですが、このたび、県内６大学・短期大学の連携協力のもと、免
許状更新講習の試行を実施します。必修領域に関しては、１２時間（２日間）を本
学において開設します。また、選択領域においても、県内他大学と連携して、教員
のニーズに応じた多様な講習の試行を実施します。奈良県北部に位置している
本学、奈良女子大学、天理大学での開講に加え、奈良県中南部に位置している
畿央大学、大阪樟蔭女子大学、奈良芸術短期大学でも開講することによって、へ
き地の受講困難者への対応を行います。

0742-27-
9108

0742-27-
9141

koushin@nara-
edu.ac.jp

廣岡　良二
竹内　智章

82 和歌山大学
和歌山信愛
女子短期大学
和歌山大学

「教育の 新事情」
「食育と健康と栄養」
「英米環境思想の講読」
「地図を使った地域調査法」
「現象とモデル方程式」
「現代の宇宙像」
「書のコラボレーション（複合芸術の試み）」
「～よりよく聴くことをめぐって～現代社会の
音環境について」
「JUDOから柔道へ（女性もできる柔道授業）」
「読む力を書く力につなげる授業づくり」
「世界と日本の食料事情」
「ものづくりとメカトロニクス機器」
「野生動物学研究入門」

平成２０年６月１４日
　　　　　　　 ～１５日
和歌山大学

平成２０年６月２１日
県立新宮高等学校

平成２０年６月２８日
和歌山大学

小中高特教員
幼稚園講師
県指導主事・
人事主事等
市町村指導主
事等

和歌山県やその近隣に勤務する全ての教職員が自宅から通って講習を受けられ
る。そうした体制を整えるため、県教委や他大学と連携して、和歌山大学と県南
部の県立新宮高等学校で開催。必修・選択とも２日間実施し、このうち選択では、
各教科指導に厚みをもたせる興味深い１２講座を開設する。また、講習内容等に
関して受講者と協議を行う事後評価システムを充実させ、本格実施に向けて、幅
広い内容をもった高い質の講習を目指す。

073-457-
7202

073-457-
7220

sikomenkyo@center.wak大谷　邦夫

83 鳥取大学 鳥取大学

（必修）
・教育の 新事情
（選択）
・ものづくりと学び
・自然科学と食育とを結ぶ
・生徒の健康と教員の健康
・新しい小学校理科教育の理論と実
践

（開設時期）
平成２０年７月２６日（土）～８月４日
（月）
（場所）
鳥取大学
　鳥取キャンパス
　米子キャンパス

幼・小・中・高・特別支援
学校教員

　鳥取大学では、平成２１年４月からの教員免許更新制の導入に先立ち、文部科
学省の委託を受けて教員免許更新講習（試行講習）を実施します。

＜教員免許更新講習の概要＞
　・必修講習　　７／２６、２７　（１講座：１２時間）
　・選択講習　　７／３１、８／２～４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４講座：各６時間）
　※選択講習は地域学部、医学部、工学部、農学部が特徴を活かした講座をそ
れぞれ開設。

０８５７－３１
－５５３７

０８５７－３１
－６７６２

tabuchih@adm.tottori-
u.ac.jp 田渕　博徳

84 島根大学   ①島根大学鳥取大

① 現代教育の諸相（１）
② 現代教育の諸相（２）
③ 複式教育の方法学
④ 理科実験の技法を学ぶ

平成２０年８月
①松江市
②隠岐郡隠岐の島町
③松江市，益田市
④松江市

①，② 全教員
③ 小学校教員
    中学校教員
④ 小学校教員
    中学校教員（理科）
    高等学校教員（理科）

①　 複数大学間の広域連携事業として、中国地方の５つの国立大学に所属する
教員がチームを組み、専門性を活かした内容の講習を行います。各大学が持つ
人的資源の有効活用とともに、充実した講習内容と受講機会を県域を越えて提
供します。
②　 受講困難地域の一つとして想定される離島地区（隠岐の島）において出張講
習を行います。
③，④　  地域がかかえる重要な教育課題であり、ニーズが高く特色ある講習内
容として「複式教育」と「理科実験」を選定し，松江市及び県西部地域で開講しま
す。

０８５２－３
２－６４９５

０８５２－３２
－９８６９

fujihide@jn.shimane-藤原  英保

85 岡山大学 岡山大学

「教育の 新事情」，　「人間と環境－
自然保護活動」，「国文学と教育の接
点」，「学校保健」，「養護活動論」，
「学校救急処置」

平成２０年８月８日 ～
             　８月３０日
岡山大学（岡山県岡山市）
岡山県自然保護センター（岡山県和気
郡和気町）

全教員，小学校教員，国
語・理科教員，養護教諭

岡山大学は、県下教員養成大学の中核機関として免許状更新講習を実施する予
定で、平成20年度試行を行なう。試行前に岡山県教委と協力して受講対象者に
ニーズ調査を行なう。その上で、平成20年度必修領域の「教育の 新事情」を200
人規模で開講し、大規模対面授業の課題を明らかにする。さらに選択領域で理
系講座「人間と環境―自然保護活動」、文系講座「国文学と教育の接点」、養護
教諭対象講座「学校保健」「養護活動論」「学校救急処置」を開講する。

０８６－２５１
－７５８１

０８６－２５１
－７５８２

ueda-h@adm.okayama-u.ac.jp 植田　宏
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86 広島大学 広島大学 特別支援教育の理論と実際
平成20年７月下旬
広島大学東広島キャンパス

特別支援学校等教員

　広島大学は，障害のある学生の修学支援の実績を踏まえ，免許状更新制の実
施における障害のある受講者への支援の方法を検討します。
　本学は，教員養成に関して，長い歴史と伝統を有し，西日本のキーステーション
大学として人材育成に貢献しています。大学院教育学研究科では，特別支援学
校の教員養成を担っているほか，全学組織としてアクセシビリティセンターも設置
され，障害のある学生の修学支援に努めています。

０８２－４２４
－６１５１

０８２－４２４
－６１７０

kyoiku-
group@office.hirosh
ima-u.ac.jp

清水　秀夫

87 広島文教女子大学広島文教女子大学

「教育の 新事情」
「教育内容の充実」(国語)
「漢字文研究の現在」「和歌の解釈力
を高める」「漢文の理解について」「学
習意欲を喚起する発問・板書研究」
(英語)
「知識から実践へ」「授業のDo's and
Don'ts 」「誰にでもできる英語スピ－
チ」

時期
　　平成　20年８月
　　18日(月)　～22日(金)
場所
　　広島文教女子大学

1. 教育の 新事情：
小・中・高教諭、　養護教
諭、　　栄養教諭
２. 教育内容の充実：中・
高（国・英）教諭

「教育の 新事情」では、教職について、子どもの変化、教育政策、学校内外で
の連携・協力の４つの分野において、教員としての基本的な資質の向上を目指
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「教育内容の充実」では、国
語は、内容学の充実のため、国語学、国文学、漢文学、国語教育の４分野を、英
語は、コミュニケ－ション能力育成のために、英語授業の理論から実践へ、英語
のスピ－チの指導、授業のDo's and Don'ts を扱い、教員の指導力の向上を目指
す。

082-814-
3191

082-815-
6801

sougou@h-bunkyo.ac.jp

総合支援課
長
児玉　　誠

88
山口大学

山口大学、山口県
立大学、山口学芸
大学、下関市立大
学、東亜大学、梅
光学院大学、宇部
フロンティア大学、
徳山大学、山口福
祉文化大学、山口
県教育委員会

「現代社会と向き合う教育」

平成20年　8月19日：山口大学（山口
県山口市）、8月26日：梅光学院大学
（山口県下関市）、8月27日：徳山大学
（山口県周南市）　　　※事情により，
日時会場は変更になる場合がありま
す。

全教員

　本試行は，選択領域18時間のうち6時間分を日時ならびに会場を変えて実施し
ます。
　各会場とも，前半部は「技術的分野からの教育アプローチ」としてITを用いた教
材開発やセキュリティ，問題解決法について，後半部は「心理学的なアプローチ」
として，「現代社会と教育心理」（山口地区会場），「人間関係のトレーニング」（下
関地区会場），「失敗が失敗を呼ぶ -心理的拘泥現象-」（周南地区会場）につい
て講習を行います。

083-933-
5056

083-933-
5154

ga101@yamaguchi-u.ac.

山口大学学
生支援部
教育支援課
教員免許係
伊藤　良子

89 鳴門教育大学

徳島大学，
四国大学，
徳島文理大学，
鳴門教育大学

①「教育の 新事情」×2，  ②「理科
～中央構造線断層系の池田断層とそ
の周辺の活断層」，
③「数学～多面的に正多面体を見
る」，
④「教職の意義と教職への志向形成
をめざして」，
⑤「生徒指導の充実」，
⑥「子どもの発達に応じる音読・音読
指導と絵本の読み聞かせ」，
⑦「小学校外国語活動理論と実践」，
⑧「教室で実践できる楽しいものづく
り！」，
⑨「デジタル教材で楽しくわかる授業
づくり」

①⑥⑦⑧⑨平成２０年７月１２日～１３
日（鳴門市：鳴門教育大学），
①②③④⑤平成２０年８月２日～３日
（三好市：池田第一中学校）

①④⑤⑧⑨：全教員，
  ②：中高教員（理科），
 ③：中高教員（数学），
 ⑥：幼小教員，⑦：小中
教員（英語）

平成２１年度から始まる「免許状更新講習」に向け，平成２３年３月３１日が修了確認期
限となる教員等を対象に試行講習として実施します。なお，本試行講習は文部科学大臣
が指定する予備講習（※）に申請する予定です。徳島県内において，県内の他大学（徳
島大学，四国大学，徳島文理大学）と連携し，各大学から教員派遣を受け，鳴門教育大
学が講座（選択領域）を開設すると共に，必修領域においては四国大学と講師派遣等に
ついて連携し，開設します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼※
予備講習：文部科学大臣が指定し，同講習を受けた者は，平成２３年３月３１日が修了
確認期限となる教員に限り，制度導入（平成２１年４月１日）後の講習の全部又は一部の
受講を免除できます。

０８８－６８７
－６１０１

０８８－６８７
－６１００

kk.chiiki@jim.naruto-u.ac森本　潤一

90 香川大学

香川大学
高松大学
高松短期大学

「教育の 新事情」，「郷土の歴史を
学ぶ」，「理科実験あれこれ」，「新し
い『読解力』を育てる読書教育」

平成20年８月５日，６日，21日，22日
香川大学，観音寺市図書館，土庄町
中央公民館

全教員

香川大学を中心に県内２大学と連携して「教育の 新事情」，「教科指導，生徒指
導その他の教育内容」に関する計10講座を開設する。また，「教育の 新事情」
に関する事項12時間については，香川大学を会場とするほか，観音寺市と小豆
島の計３ヵ所で開設する。あわせて，県教育委員会と連携して日程や内容のニー
ズに関するアンケート調査を実施する。

087-832-
1143

087-832-
1155

sogakh@jim.ao.kagawa-
u.ac.jp

左　二良

91
愛媛大学

愛媛大学
[教育の 新事情][PISA型読解力の
育成][農業科発信の教科内容の充実
１（食育）]

7月下旬～8月上旬　愛媛大学・新居
浜市・西予市・宇和島市

小学校・中学校・高等学
校教員

県内唯一の教員養成系大学としての教員養成機関である本学は、免許状更新講
習について、本県の中核となって実施する予定である。愛媛県は、東予・中予・南
予という地域区分が定着しており、それぞれの地区への対応を行う。講習内容
は、限定された内容ではあるが、教育学部以外の学部の実施も含め、全面的実
施を視野に入れたものとしており、実技、実験等も含め、体験的な要素をできるだ
け取り入れて、講習の質の向上を図っている。

089-927-
9159

089-927-
9161

menkyo@stu.ehime-u.ac谷岡美知代
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92 高知大学

高知女子大学，
高知工科大学，
高知学園短期大
学

教育の 新事情，
理科指導の理論と実践，
科学研究 新情報

8月18日～22日
高知大学（高知県高知市)，
高知県立大方高等学校（高知県幡多
郡黒潮町)

教育の 新事情：全教
員，
理科指導の理論と実践：
小・中学校教員（理科），
科学研究 新情報：中
学・高校教員（理科）

①必修領域の講習として「教育の 新事情」を高知大学・高知女子大学・高知工
科大学・高知学園短期大学及び高知県教育委員会が連携して開講する。
②選択領域の講習として小・中学校の理科教員を対象とした「理科指導の理論と
実践」を，中・高等学校教員を対象とした「科学研究 新情報」を物理・化学・生
物・地学の各科目に対応させて開講する。
③「教育の 新事情」は，高知県西部の高知県立大方高等学校を会場とした遠
隔講義も行う。

088-844-
8467

088-844-
8367

gm03@kochi-u.ac.jp 中山　胤

93 福岡教育大学 福岡教育大学

教育の 新事情
小学校国語科「読むこと」の基礎
　　　　　　　など
必修講習２クラス
選択講習１５クラス

平成２０年７月下旬
　　　　　　～　８月末日

福岡教育大学
南筑後教育事務所管内
京築教育事務所管内
筑豊教育事務所管内

小学校教員
中学校教員
その他の教員
（受講免除対象
　者も含める）

・　次の特色を持った更新講習を開設します。
　①様々な教科・領域に関する講習を開設
　②出前講習，複数の教員による講習，受講者を限定した講習，講義形式以外
の講習など多様な形態の講習を開設
　③受講者には，講習の免除対象者も含めます。
　④受講者に受講後，事後評価以外のアンケートを行います。
・　その他に，次の事業を行います。
　　①福岡県内の受講予定者の約１割（３６０人）を対象にした意識・課題等の調
査
　　②福岡県内の大学等による協議の場の設置

0940-35-1230945-35-1704 kyokacho@fukuoka-edu　内徳　雄二

94 福岡県立大学 福岡県立大学
養護教諭
中学社会

時期8月4日～10日
場所福岡県立大学

福岡県全域の養護教諭
と田川・筑豊地区の中学
社会の教員

　本学の看護学部と人間社会学部からなる福祉医療の専門職教育を生かし、今
学校の現場において求められている資質・教師の力量を高めるリカレント教育を
行う。
　また本学は田川・筑豊地区に位置しており産業の低迷や人口の高齢化が全国
平均を大きく上回っているが,地域と共に歩む本学のスタンスは高い評価を得てい
る。
　そこで、本委託事業は地域の活性化と共に地域の教育力及び学校活性化に繋
がる。
　なお、　当地域、唯一の公立大学としての使命でもある。

（０９４７）４２
－２１１８
（教務企画
班）

　（０９４７）４２
－６１７１

ishikawa@fukuoka-pu.ac石川　フカエ

95 佐賀大学 佐賀大学

「教育の 新事情」

「教育内容の充実」
1）「 新の環境科学」
2）「法教育と指導モデル」
3）「人間社会とコミュニケーション」
（e-ラーニング）

開催時期
　　平成２０年８月５日
　　平成２０年８月２９日

場　所
　　佐賀大学

佐賀県内の幼、小、中、
高校、特別支援学校の
教諭

佐賀県内の教員約１００名を対象として、必修１２時間（佐賀県教育委員会と連携
して実施している学力状況調査に基づく検証改善委員会での成果等の講習を含
む多様な講習）、選択６時間×3の講習（本学の特徴である環境教育、法教育、e
ラーニングによる教育）を提供する。

0952-28-
8164

0952-28-
8170

kyomu-so@cc.saga-u.ac松尾　　訓

96 長崎大学 長崎大学
「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（学習指導要領）」

平成20年6月20日　～8月31日
長崎県長崎市
長崎県五島市
長崎県壱岐市
長崎県対馬市

小学校・中学校・高等学
校の教員

受講予定総数300名を対象に，教育の 新事情に関する4講座及び教育内容の
充実に関する13講座の計17講座について，延べ46名の大学教員により試行を実
施します。その内の10講座については，遠隔地教員への配慮のために五島市，
壱岐市，対馬市の離島で開催します。また講師は教育学部の教員の他に，工学
部，経済学部，水産学部の教員が担当します。講習はフィールドワークや演習の
形式を用いて，講習の質の充実を図ります。

095-819-
2872

095-819-
2873

menkyo@ml.nagasaki-u.

教員免許更
新制推進
プロジェクト
支援室
室長補佐
佐藤富明

97 熊本大学
尚絅大学・九州
ルーテル大学・崇
城大学・熊本大学

○必修：
・教育の 新事情

○選択：
・小学校教育の 前線
・中等英語教育の課題と展望
・生涯スポーツと健康
・地球環境問題の視点と枠組み
・養護教諭が行う心の健康教育

○熊本地区：６月14日(土)・15日(日)・
21日(土)・22日(日)・28日(土)

○阿蘇地区：８月20日(水)～24日(日)

○必修：全教員

○選択：小学校教員･英
語教員・養護教諭・全教
員・

  熊本県内の高等教育機関で組織する「高等教育コンソーシアム熊本」の協力の
もとで、各機関(大学・短大)が連携した多様で特色ある講習の提供を行い、現職
教員の幅広いニーズに応える。また、教育委員会等との連携を行い、遠隔地の
教員のために阿蘇地域においてサテライト講座を実施する。さらに、グループ
ワークや演習、あるいは、スキルトレーニングを導入するなど質的な充実を図る。

096－342－
2516

096－342－
2510

kyo-menkyo@jimu.k

教育学部副
事務長
　
森　　保　夫
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no 申請（代表）大学名 参加大学名 主な講座名 開設時期及び場所 受講対象者 試行事業の概要・PR等 電話番号 FAX メールアドレス 担当者名
委託事業の内容 委託事業に関する問い合わせ先

98 大分大学
大分大学
別府大学

「教育の 新事情」「小学校の教育内
容の充実」

時期
（1回目予定）
　平成20年7月28日～8月1日
（2回目予定）
　平成20年8月18日～8月22日

場所
　大分大学旦野原キャンパス

主として小学校教員

大分大学が主幹大学となり，別府大学及び大分県・大分市教育委員会と連携し
て，小学校教員対象の講習プログラムを試行します。「教育の 新事情」(必修)で
は，「子どもの変化についての理解」等４つの事項に関する 近の状況や動向を
踏まえ，教育実践のあり方を考察します。「小学校の教育内容の充実」(選択)につ
いては，広く小学校の全科に目配りするとともに特別支援教育や幼小連携などの
教育課題も適切に配置し，講習の質の充実を図ります。

097-554-
6028

097-554-
7445

kyomuss@ad.oita-u.ac.jp佐藤　智久

99 鹿児島大学 鹿児島大学

「教育の 新事情に関する事項」の
ほか「教科指導・生徒指導その他教
育内容の充実に関する事情」として
　「発達障害児の理解と支援」
　「海洋を使った教育手法」
　など約90科目

時期：平成20年6月～9月
(水産練習船のみ12月)
場所：鹿児島市(本学の３キャンパス)，
離島(奄美大島・種子島)，水産練習船
(海上)

県教育委員会・市町村教
育委員会の指導主事等
及び
平成２３年３月３１日が修
了確認期限となる教員

大規模総合大学の特色を生かし，平成21年度の本実施に近い形での試行を目
指している。課程認定を受けている6学部（法文･教育･理･工･農･水産）すべてか
ら多様な免許種に応じた多数の科目（約90科目で募集）を試行検証し，受講管理
システムから認定事務まですべての検証を行う。
したがって，本県の地域特性を考慮して，鹿児島市内の本学３キャンパスだけで
なく離島域での２つの講習会場（奄美大島･種子島）でも試行する。さらに，水産
学部の水産練習船での洋上講習を実施することも大きな特色の1つである。

099-285-
7351

099-285-
8808

kkyomu@kuas.kagos木田　博明

100
琉球大学 琉球大学

教職の 新事情に関する事項
　「今求められる教員の資質と教育の 新事
情」
教科指導、生徒指導その他教育内容の充実
に関する事項
　法文学部提供科目
　　　「中学社会・高校地理歴史教員のための
資料（史料・地図etc.）活用法」　他２科目
　観光産業科学部提供科目
　　　「教育現場に求められるコーチング・マネ
ジメント実践講座」
　教育学部提供科目
　　　「授業研究と授業実践力向上」　他２０科
目
　理学部提供科目
　　　「生物の多様性と保全」　他６科目
　医学部提供科目
　　　「健康相談活動における記録と事例検
討」　他１科目
　工学部提供科目
　　　「児童・生徒理解のためのアンケート調
査に活かすデータ解析の基礎-回帰分析-」
他４科目
　農学部提供科目
　　　「沖縄における水資源の開発と保全」
他１科目

平成20年7月5日～10月24日

琉球大学／国頭教育事務所及びその
近隣の学校／宮古島市教育研究所及
びその近隣の学校を予定している

教育の 新事情関係科
目「今求められる教員の
資質と教育の 新事
情」：全教員
教育内容の充実関係科
目：一部科目を除き全教
員

島嶼県である沖縄県という地理的特徴を考慮し，（１）琉球大学だけではなく，（２）
沖縄本島北部（国頭）地域［山間へき地］ならびに（３）宮古島市［離島］の3カ所で
開催する。開催日程は，受講対象者が一番受講しやすい時期と思われる「夏期
休業中」に多くを開講するが，土日祝日や平日夜間にも開講し，受講生が参加し
やすい形で更新講習を提供する。
必修領域だけではなく，選択領域にも幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等
教育学校，特別支援学校の全ての教員を対象とした講座を準備し，その逆に教
科指導に特化した形の講座，養護教諭の専門性を高めるための講座や新しい学
習指導要領の施行へ向けた講座（例　小学校英語教育）や高校農業や商業，工
業にも対応した講座も提供する。
また，沖縄の「地理的」，「風土的」，「自然的」特徴を踏まえた講座も提供し，他県
からの受講生も歓迎する。

098-895-
8849

098-895-
8850

kykyd2k@to.jim.u-
ryukyu.ac.jp

琉球大学学
生部
教務課教務
第二係長
久保　和裕

101 沖縄県立芸術大学 沖縄県立芸術大学
学級経営に生かす社会的スキル訓
練講習

平成２０年８月～９月那覇市　名護市
石垣市　宮古島市

小・中・高等学校教諭

　少子化や核家族化などの影響によって、子どもたちは集団で学習する機会を失っ
てしまって、なかなか社会的スキルを学ぶ場所がありません。そのような家庭教育で
学習してこなかったスキルを学級集団の中での教えることが、他者とのつき合い方を
学ぶ機会になると考えます。過去6年間の教師支援の体験を通して、学級全体の児
童生徒を対象にした、ソーシャル・スキル・トレーニング（社会的スキル訓練）の方法
についての講習を行います。

０９８－８８２
－５０８０

０９８－８８２
－５０３３

ishihayk@pref.okinaw石原　有香
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