
「必修領域」開設実例

＜大学名＞

O長崎大学・－

O熊本大学・・・・・・・・・・・ 3 

0鳴門教育大学・・・・・・・・・ 5 

0日本大学・・・・・・・・・・・ 6 

0玉川大学・・・・・・・・・・・ 1 1 

0放送大学・・・・・・・・・・・ 1 3 
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く長弘高夫｝学〉

平成25年皮 h002 

数械についての翁然主主ぴに子どもの変化、教育政策の
E静習

講習の区分 動向及び学校の内外における連携協力についての理
時間数

12時間
解に関する察夜（必修）

講習の名称 学校を巡る数督率f脅及び子ともの変化に対応した取組 ま器習形古島 論議

B毒殺害苦 長崎大学 定員 110名

協絞日／待問
HI沼）平成25年6月1日（土） I 8:55～16:30 

2日隠）平成25年6Jl2日（悶） I 9:00～16:30 

会主語 長崎F語教育センター（大村市）別館務致

履修認定対像機稔 喜重論と遺棄幾量生総 去な受ま器対縁者 会学校麹

担当数長（務習代愛者）／ Eメールアドレス／TEL
担当選立奥：呉慶 1寧

担当数気（分担担当者毒事）呉歴博（数育学部）、井口均（数育学部）、 i.U賢明文（地域教育i議機・支援センター）
柳田若手典（教育学部）

務習のねらい／務習方法II器管到遼自主察
講習のねらい：学校数育を巡る状況、教育政策の動向、子どもの生活の現状、教育における巡鈴・協力の在り方について学

習し学校数育の向上につながる知見を深める。

講習方法：各担当務部が3時間ずつ総務し、抱当機師の分野｝］ljに各40分関の室器官E試験を行う。プリント資料を配付する。

意露習¥liU遼闘機：学校教育を巡る近年の状況変化について怒解する。子どもの生活の変化について理解する。数育行
政の動向について理解する。窓際・地域社会毒事とのi堅金捧・協力の在り方について理解する。カウン
セPングマインドに基づく指毒事について理解する。

総資内容（概要）／総習雷十回（時間毎の総習内容を含む）／キーワード
議室塁内容（綴華客）
数械についての後察（学校を巡る状況変化、高率問機たる教員の役蓄の、子どもの変化についての理解（子どもの発途に関す

る言黒星雲、子どもの生活の変化を踏まえた適切な指毒事の在り方）、教育政策の動向についての王望書事（学習翁毒事婆綴改訂毒事の動
向、その他の動向）、学校の内外におけるi璽務協力についての理解（各穣燦鐙に対する紙織的対応の在り方、学校における
危機管王室上の綴星雲）、の4つの事壊について考察する。

講習雪J・il霊・内容
平成25年6月1日（1日霞）

内容等 時間 担当数民

オFエンテーション 8:55～9: 00 (5分） 呉屋隊

言語著書1（童文織についての号室綴j(休息20分を含む） 9:00～11:40 (160分） 呉E蚤事事
塁審記試験1 11:40～12:20 (40分） 呉盤機

塁塁休覧車 12:20～13:10 (50分）

講義寄託子どもの変化についての王聖書事｝（休息20分を含む） 13：・10～15:50(160分） 井口均

l宝章雪日試験2 15:50～16:30 (40分） 井口均

平成25年6月2日（2日目）
内容毒事 時間 担当数民

務経3［教育行政の動向について］（休，i!!-20分を含む） 9:00～11:40 (160分） 江E賢明文

室喜官記試験3 11:40～12:20 (40分） 江頭明文

昼休諮 12:20～13:10 (50分）

総審議4［学校内外での途採協力についての理解］（休ιi!!-20分 13:10～15:50 (160分） 柳田務典
を含む）
塁審記試験4 15:50～16:30 (40分） 暫F間宮辞典



キーワード （学校経営参画） （カウンセリングマインド） （学習指毒事要領） （危機管理）

成績評価の方法
成後評価は、各務習担当者が行う試験の成電電や講習中の潔星雲への取組害事から総合的に判
断します。

成定資評価の義務 成綴喜平価は、$／J透目擦遼成点を100点とし、総合点で60点以上を合格とします。

履修認定の方法 成後評価の総合点で合格点に透した受塁本者に対して緩修認定します。

教科繋・数材・参考書撃 指定図書蓄はありません。

各自で主整備するもの なし

受務上の注意
1. 遅刻は原員ljとして認めません。
2. この欝習は、 12時間（2日間）遼統して受講しなければ認定されません。
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く棒、ネ矢竿〉

科目コード 11003 開設談康名 教爾の章受章持率檎

会務
熊本大学

開設毘
平成25年7月6日～

（熊本市） 平成25年7fii 7日

時間数 12 B寺関 受諮定員 60人 受講料 I 12.000円

議室言内容；
1）今日の子どもをめぐる状況に局を向けつつ、教育思想史を手がかりに、人間の自己完成と教育の佼

命毒事について考察する。

2）学習指繁華害額の趣旨を踏まえ、知識・技能を活用する学習活動や意欲を喚起する学習指導について

のE聖書事を深める。
3）社会議響迭の変化に伴う宛遼の様相の変化、自立に必褒な総カの変化、華字の消失とそれらへの対処法

について理解を深める。

4）ソーシヤノレワークの豚走塁・原則を理解し、ソーシャルワーク技法を用いた児蜜・生徒・保護者支援

について学ぶ。

議習γーマ 人格と教育 担当苦言 E草谷 毒繁一（熊本係長選科学大学）

務習の到E審問機及び子ーマ・

7 今日の子どもをめぐる状況の変化に自を向けながら、数習に務わる人たちにとっての繰麹を浮

かぴ上がらせる。建設宵思議史に手がかりを求め、教育の木俊・目的を反省しながら、現在の子ど

月 もの芸連総に応じた成長の支援のあり方を考える。

言語習の綴姿：
6 1.子どもをめぐる状況の変化に国を向け、教育に携わる者にとっての繰怒を浮かび上がらせる。

2.教育窓怒史に手がかりを主主めながら、教育の本質・図的について反省する。
日 3.人格の毒事長設とヒューマニズムの数育忠怒について考察する。

（土） 4.震における人間の完成と教育における愛の箆察伎について考察する。

形慾 総務とグル｝プ討議

午 テキスト 当日、資料を配布する。 I ※害警翻務官審蓄H苦 I 否

霊平｛溜：

前
修了認定のための慾記試験(100点機点、）を、ま露習時間内に30分程度で実施する。

？ミ OD 審議習5塁塁議事脅E望者雪への察関室菱総：
5 

JクζID 特になし。

言語習テーマ
今求められる学カと学習指議事

怨翁幸雪 根本 まり子（熊本線立教関センター）
の改護審

7 議官まの翠lj走塁箇榛及びァーマ・

平成20年改釘の学習指毒事繋領の基本的な考え方と今主主められる学カについて、改正法令や国

月
の草署長議会答申告撃を遂に理解を深める。また、学習指繁華~~買の走塁留を踏まえた学留指毒事の改選器、特
に、知識・技能を活用する学習活動や設・'ijj(を喚起する学習摺議事について理解を深める。

6 議習の統芸喜：

1. 学習指導要領の基本的な考え方と今求められる学力と学習指華客の改選手について資料から

自 学び、自己（自校）の線皇室について考える。

2.知識・技能を活用する学習活動や意欲を喚起する学習指毒事について授業アイデア例の箆供

（土）
と、機習やグノレ｝プ協畿を過して理解を深める。

形態 議暴露、蓄電習、グループ協議室

午 テキスト 当日、資料を配布する。 ｜ ※察首君主撃綴喜喜苔 ｜ 否

評悩：
後 修了寸認定のための緩記試験（100点禰点）を、畿管時間内に 30分程度で実施する。

/3ミ／0
5講習受議寺脅E塁審への塁審前走塁絡：5 

/6~20 特になし。
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講習Tーマ 子どもの変化についての淫解 担当者 長自久篤 霧車ij（数商学部）

講習の歪lj透目穣及びテーマ： ， 

社会構造の変化に影響されて生じてきた発途の様相の変化を把握する。また、人間同士の粋が

7 消失する原因の把媛、人関が自立するのに必要な縫カの変化の把握、その上での対処法を考える。

月 務習の綴婆：

以下の務点の考察と相互の関係づけを行う。

7 1. 心身の発遼に及ぼす文化と流行の影響

2.価値の喪失と終の消失と自己の駿疎化

同 3.社会の雨皮産議選化によって求められる能力

（臼）
4.少年期の繰皇室と督年期の課題の途い

午
形露草 言葬綴

Tキスト 当日、資料を配布する。 I ※率総書整官議喜喜苔 ！ 否

評価： . 
前 修了認定のための繁記試験（100点満点）を、講習時間内に 30分程皮で実施する。
？ょoO

議習受講希望者への率前走塁絡：
/2ミ／0 特になし。

務習テーマ
教予竜王見溺におけるソーシャル

担当者 永野奥濁（中九州短期大学）
ワーク技法の活用

言講習の~J畿圏綴及びTーマ：
1. 数育現金曇におけるソーシヤルワ｝ク技法を用いた支援の必要性・笈要性を理解し、ソーシャ

ノレワーク技法の活用法と問題への対応策を習得する。

2.児童・生徒の対人関係機鍵支援、コミュニケーションスキルの向上を呂指した指毒事の在り方

を学ぶ。

3.学校と地域社会・保護者との良好な関係性機築及び、社会掻祉と学校数育の遊金需拡大を目指

7 すため、他専門職種との逮絡調整及びコーディネイト機能について学習する。

4.学校内における危機管理について、生徒、児童量への適切な対応を習得する。また、校内外の

月 安全確保のための方策を学ぶ。

7 言語習の機姿：

1. ソーシャルヲークの基礎王理論に関する言語審蓄と演習により、地域社会や保護者との良好な関係

日
性を檎築すること、かつ他専門職穏との遼絡・コーディネイト機能について系統的に学ぶ。

2.児霊童・生徒の対人関係を檎築するためのコミュニケ｝ションスキルを身に付けるための方法
（日） を学ぶ。

3.学校内における危機管理として不適応な行動をとる児童量、生徒への対応についてソーシヤル

午 ワーク技法を用いた支援・指毒事の笑際を玉里解する。また、安全確保として、学校と地域との

関係性について学ぶ。

後 4.淡習では教育現場での児霊童、生徒や保護者との関わりについて、グループワ｝クにおいて畿

論を深め問題解決の糸口を探る。

形態 言審議及び演習

13こID
テキスト 当日、資料を配布する。 ｜ ※塁審前主審綴婆否 ｜ 否

評価：
s 修了認定のための塁審記試験（100点務点）を、務習時間内に 30分程度で実施する。

iもこ2.o
議E雪受議事脅譲宅智への率前遼絡：

特になし。

-4-



くて島門秀吟ヌ浮〉

震覆覆蜜

平成25年度鳴門教育大学教員免許状望新欝習識嬰

講習の区分
教職についての省察並びに子どもの変化、教習政繁の動向及び学校の内外に
おける走塁機協力についての理解に関する惑壊

講習の名称 教育の畿新警察情

受講者定員 150人

き霊議対委主審 会教員

関綾田 平成25年7月8臼～平成25年7月7臼

講習の形態 主として檎毒薬

欝欝 E寺閤 12時閣

雪量習会場 檎門教関大学識塁審綴 1階 8101議塁審塗、2儲 8201讃緩塗（予定）

担当務節 鳴門数商大学大学院学絞殺害害研究科教蕗 8名（貌在溺盤中）

受言語料 12,000向

数予撃の最新の塁審憾の4つの桧である「数機についての翁警察Jf子どもの変化につ
いての潔燦Jf数爾政策の動向についての理解jf学校の内外における走塁擦協力

講習の内容 についての翠解Jを受に8科目に分けて、毒、事受門講領者域のに教近事い審綴言語・節綴を毒客図観霞・学し、校よ観り毒突事i
践的・護軍門的な内容を提供することにより
揺さぶりをかけるような畿管とする。

今日約な教務の章受務署葬儀を、総合的・議事門的に学ぶ」とにより、』れまでの菌ら
議習のねらい の数織の歩みを怒り返りつつ、これからの新たな10年に向けた使命と役欝jにつ

いて認識を深め、子ども理解力、指導力及び学校改警への窓欲の向上を図る。

総望号到走塁自綴

平成25年7月6隠～平成25年7Fl7臼
童書1白鼠

8ff寺50分～ 98寺00分オリエンテーション
9時00分～108寺30分譲議

10降40分～12跨10分総務
12時10分～138寺00分懸念休懇
13時00分～14跨30分 議議番緩喜
14時40分～16跨10分

講習スケジュール 16時20分～17時00分履修認定説駿仲間から1問解答）
策2日箆

9B寺00分～10待30分諮毅
10跨40分～12降10分譲審議
12時10分～13持00分昼食休懇
13勝00分～14跨30分譲幾
14跨40分～16時10分譲毅
16時20分～17時00分履修認定試験（4聞から1閥解答）
17時00分～17待10分察後アンケート、連絡怒環

履修認定試験の方法 繁記試験

成綴修した認察替側定と滋l立し霊、ま童講のす習絡がの菜、担そ、当翁が作成した試験の成緩から判断します。成繍評｛蕗 Z霊 受機密の理解が霊I］慾自擦に透したと認める域合l立成綴塁審査に合
絡 替 の燃の喜平備は60点以上の採点をもって行います。

持参するもの 塁審認周A
その他 受議申込みについては、「著審議議察綴Jを蓄参照してください。
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平成25年度教員免許状麗新講習時間割く必修領域，選択領域〉

間

三子i空；
必修領域F 選択領域｛数科） 選択領域（共遜）

8.Fl1日｛木） 8月2EI（＇金｝ 8.Fl5日（.FJ) 8月6EI（火｝ 8月7EI（水）
12鴎関欝習（3善寺E審議習X4) 68寺翻意舞習 12時陶芸露留（6&寺綴談習X2)

9:00:.... 9.10! 10分 ガイ.＇；（ンス ガイ1iンス ガイ1iンス ガイ1iンス ガイダンス ガイダンス ガイダンス
＠綴 l回噛 3経 L副瞳 I慾韓韓習習習番番番号号号i:i 議E籍軍官喜塁怒審番号号！－~
A-1 B-2 c-1 D-2 i講韓韓習密II革番費審量者号号署4:-c 200分 議室喜怒号3-D -D 

機E機露留苦密言号軍番番番号号号S:-E 
-E 

-F E露韓霊習童書惑番星号号：－F
-G  -G  

露軍習替喜善4-H

12:30-13:15 45分 昼休み 昼休み
昼休み 援体み 昼休み

13.15-13:25 10分 ガイ1iシス ガイダンス ガイ1iンス ガイ＇；（：，，ス

<J且邑 喝蝿昆 ¥!A唖 留組

｜鰐 書E露霊雲－~-B 
B-1 A-2 。目1 C-2. -c 一C200分 -o 一D

叩 E -E 
-F -F 
-G  - G  

16.45ー17・ooi 15分 休懇 体重量 体重量 体重重 休霊童

17:00-18.00j 60分 訟E金 訟議会 試験 霊長官量 言式験

18:00 18:15! 15分 率後言平自彊記入（全員）

（主主窓）

E講習教室については，後日，掲意義します。

必修領域の議習は， 2クラスに分けて察施します。①組l主受言語審ID末尾奇数の方。②絡Iま受言語審ID末尾偶数の方。

各言語習のガイダンスは.~欝習実施教室で行います。

要事後喜平｛函薬草の記入iま．言葉習最終日に全員お緩まりいただいた後， E是認します。
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平成25年度目本大学教員免許状更新鱗習シラパス

議 習 名 教育の霊受章持率惰

議 習 手 ーマ 学校の内外における返機数爾についての理解 (A) 
3B寺爾／ 8月1日｛木）午前 講義および渓習または

時間数・5誇翠関 3ff寺閣／ 8.J'l 1毘（木）午後 講習形慾 発表

ゑな受織対重量翁 中学校， E蓄等学校教繍 塁塁瀦区分 必修領域

鱗 締 i佐藤勝雄教授（文理学部）

キーワード j学卒土芸撃機，学校支援ボランティア，学校評議員，学校評価，危機管理，地減数爾カ

務習の霊童成問機

欝習の

畿露、計、函

0様々な問題iこ対する級綴的対応の必姿伎について，校肉外での自らの役劉と露塁走塁づ
けながら理解し，説明することができる。
0学校における危機管理の異体的な擦慾について，近年の動向を踏まえて理解し，鋭
萌することができる。

学校と地域社会との逮擦の怒号警について考え，それに関する先遂的な爽援護葬例を取り
ょげながら遼畿のA体的な方法を学式るようにする。特に，学校支援判官ランティア活

3 ・動，学校支援地域2幹部署葬議，コミュニティ・スクール制皮（地域滋墜学校私学校関係者雪渓
価，地域・芸家庭に対する矯毅擦供，保護審への対応などについて取り上げていきたい。
また，学校の安全管壌についても取り上げながら，今後の関かれた学校経鐙の在り方
を考察していく。

1.学校と内外との走塁機との窓塁審
2.学校と傑幾若宮・地域との章義援の塁審伊j研究
（先幾校の劾趨・スライド上映）
3 学校と地域幸義務の擦媛
（学校支援ボランティア，学校評議員，学校評価など）
4.地縁遠告書と学校の危機管環
5.これからの学校経盤改替の方向性

成総務僚の震安.,JIJ翻緩への寝解度50%以上，および受瀦慾皮

教材・参考文献
く盤ム必翠＞数材佐藤勝雄革審『学校を変える地域が変わる』教務出獄

※干予習し，当日持参してください

受務署雪に霊童むこと Ii墜刻隣室語

受講者には，適宜，テーマに関する繋j;IJ毒事の紹介・雪量畿を求めることがある。発喜置を希
官需 要雪！援する苦言！ま，署喜朗に号室｛繍した上で，当日積極的に申しでて欲しい（発薮した議会iま「成綴

評価JIこ加味する）。

日本大学
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平成25年度日本大学教員免許状J!新講習シラパス

講習 テ ーマ 子どもの変化についての理解 [ B) 
時間数・畿習 B I 3時間／ 8月1日（木）午前

3時閲／ 8月1日（木）午後 ｜講習形態｜麟

主な受瀦対象者 中学校， E寄等学校教諭 受講区分｜必修領域

言換 飾 篠竹利和教授（文理学部）. J寄燦燦典；佳教授（文濃学部）

キーワード 予審年怒の発遂発遂隊塁審

且①務年織の発逮的特徴と，近年の社会的・心理的擦墳の変化が子どもに与える彩警警に
機管の途成図様 iついて理解する。②発漆隊警に対する特別支媛教習に関する謬環を含め，子どもの発

．遂に関する章受新の心理学知見の概裏を譲解する。

議習の概褒

講習計霞

①近年の子どもを取り巻く環境の変化について概説し，予寄年期の主主徒に与える影響と
問題点について考える。②発遼隠撃に関する新しい知見を概説する。爽際の警察例に基
づいた典型（架空）毒事例を導入し，その支媛において主隠とするべきポイントについて考
える。

く前半：藤勝担当＞子どもを取り巻く綴筏の変化，事雪年調書の発遼的特徴について解説
し，督年英語に起こりうる問題についての基本的な対応方法を心理学的視点から検討す
る。
く後半：篠竹担当＞学習隠密（LD）や主主露欠総／多動性隊饗（AD/HD）を含む発途隊惑
に繍する新しい知見を概説する。その上で，講義器用に作成した心理臨床爽践における
典型率例を提示し，その要事例のアセスメントや支援方針について検討する。

成績評価の国安 ！諮望書遼成医綴の理解皮（50%以上，白紙Iま不合格），受言語慾皮も評価する。

教材・参考文献 iプリントを作成し，配布する。

受講者に翠むこと i遜~J20分以上l立入室不可とする。

古語 草寺

日本大学
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平成25年度日本大学教箆免許状更新講習シラパス

教務の霊堂新署警機名習言議

( c ) 教習政策の劾向についての環解

8月2日（金）午前
8Fl2日（傘）午後

3fi寺関
3時間

中学校，蕗毒事学校教総

／ 

／ 

マテ習言語

E審問数月鱗J替問 官事務議醤形態

必修綴竣受務区分主な受務対象曜ま

爾川！悦量産数授（文理学部）庭事議

数資改塁審の流れ、改定数育基本法、学校教事憲法、改訂学習指毒事要録ドワキ

務官雪の遼成自擦

霊童数爾塁審本法や学校教予審法などの会随改正の察点・駕後や中楽教轡議議蚕百議薪葱
申書撃の綴路・方向性などについて、蕊夜の学校教務の務状を踏まえつつ概観・検討す
る。
圏中学校とE器等学校の学習指華客獲領における蜜近の改訂の経絡・慾E言・婆点などに蓄
及し、数科、滋悲喜・特別活動などの取扱の改惑についても務平機鋭・検討する。

数商政策の動向余体にわたるま翠終を深める

近年の数轡改塁審の流れ
教習基本法・学校教育法の改正ポイント
tp・5蓄学習指語審粟領の改訂の経終圃慾告書・喜喜点毒事

1
2
3
 

議

議習の自擦は「教育敬喜棄の霊訪i句会体の理解jにあり、その翠解皮が50%以上で合格。
白紙幸喜怒Iま不可。成綴言準備の目安

プリントを使用予定教材・参考文献

霊童刻20分以上lま不可となります。受務密！こ翠むこと

著書

四 9-
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平成25年度日本大学教員免許状更新講習シラパス

言語習テー マ 数機についての鐙望書 （め
時間数・講習 B I 3時間／ 8月2日（金）午前

3a寺関／ 8Fl2毘（金）午後 欝習形態 i議警護・グループ討論

主な受講対震ま脅 中学校， E器等学校教諭 受講区分｜必修綴域

議 防 杉森知也；健教授（文理学部）

キーワ ド 教職の毒事門機化論，教師像の国際比絞，教職アイデンティティ

！①学校と教師をめぐる状況の変化について．客観的に説明することができる。
議習の議成厨綴 IR自らの教師像・教宵綴と①の内容とを関連させて，今後10年の教育爽践に隠する自

ぶ：：：それla自擦を奥体的に設定し，その自擦の持つ援隊（理出）を説明することができる。

務習雪十 E議

本講習の目的は．これまでの教長量生活を翁聖書し，今後10年の自らの「教師像Jを蒋檎築
するきっかけ作りにあります。自らの数資観について，「過去Jと「現在」を振り返り，これ
までの教職経験と現在の自己の教習観との関係性を，グループヂイスカッション毒事を適
して意識化します。また，教師像の再構築をする前擦として，学校・教師をめぐる圏内の
状況の変化や国際約な動向について誘緩をおこないます。

はじめに，密らの教職経験の擦り返りをおこなうために，ワークシートを作成します（個人
作幾）。綴いて，このワークシートをもとに5～7名程度のグループで討稔をおこないます。
この討議は，自他の数機経験や｛蕗｛直線を交流する食璽な機会となるので.i露援的に質
問して他者の窓.I.を深堀りして聴くことを求めます。この討論の中から，学校・教員をと
りまくま棄壌の変化などを抽出し，参加者会箆で共有していきます。
緩いて，｛盗｛盛多機化社会の中の教師，教師像の比較， OEODの政策提言霊などについ
て，研究成擦や務資料・データに基づきながら務署警をおこないます。

z遼成筒擦の理解皮が， 50見以上であること（白紙は，不合格）。このほか．グループきす翰
成緩評舗の目安 i等への穣筏的な参加姿勢（予習を含む）を加味して，総合的に評価します。

．なお， 20分以上の遅刻！ま，欠席として処渡しますので，注意してください。

教材”番多奪文献 ！務審議用のプリントiま，授幾時に配布します。

これまでの教職経験や理想とした教師像の変獲について，特に笑践における菌数・普
受畿容に望むこと i労とその解決のためのヱ夫とを関遼させて綴り返っておくと， E講習内容の理解がより深

家ります。

備 考

日本大学
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く手 t'Iメごと長＞

必修領域：教育の畿新警察鏑

llft~蓄日

視さ詰務草原

I I A組．大学8号館42 3教室
平成24年8月1i:i (7.k）～8月2日併ミ） ｜｛吏用教室主 ｜ 

I I B組・大学 8号館424教皇室

霊長山関一（教育学部日教授）・岡原俊司（数lTn大学院教授）

坂野機二（数腎学部教授）・摺本みちょ (i盈｛雷教育部准数授）

まな
｜小学校教務、中学校教諭、i留校数総

~JI脅対言塁審

言語習の事理髪

i'EIJ号室呂榛

1.童文織についての省察（学校を巡る近年の状況変化・数民としての子ども綴、教育綴についての翁察）

2.子どもの変化についての理解（子どもの発透に関する月歯科学、心理学者事における最新の知見・子どもの生活の

変化を踏まえた怒題）

3.数字害救E衰の動向についての翠解（学習指導姿僚の改訂の塁手J向毒事・法令改正及び図の繁綴会の状況毒事）

4，学校内外のi室生露協力についての理解（様々な間麹に対する組綴的対応の必喜要性・学校における危機管理上の

綴溜）

1 数機についての議察｛担当該節森山緊ー）

学校数宵を巡る近年の閲皇室・ 5果密状況をrt;綴約かつ具体的に把認するとともに、その社会的背祭についての理

解を言語める。子ども綴と護空交綴の変遷を辿ることで、自らが抱いている子ども綴、憲主宵観、学校教育綴を評価

する。自らの数験生活を擦り返る機会を提供し、書室織を取り巻く問麹状況を確認するとともに、数民に求めら

れている役溺への均待、およびその役割を泉たすための変質能力を磯認する。

2.子どもの変化についての理解（担当務錫．国際俊笥）

学校の様々な今日的繰皇室の喜雲閣となっている子どもの変化について、発途の視点や特別支援数宵の綴点から王聖

書草するとともに、様々な子どもたちの状況に対応できるための考え方や方法について理解する。

3. 教育政策の動向についての翠解（担当務締．坂野燦ニ）

新学習綴華客室喜僚の総則の怒留を緩解する。その他近年の状況を踏まえ、学校教育政策の動向を理解する。教育

政策における近年の法令改正や図際的な動向などをE聖書草する。

4.学校内外の議機協力についての翠毒事（鐙議務飾：摺本みちょ）

学校を巡る各磁の号車霊童に対し、総t詩的にどう対応すべきかについて、知器量と技法を学ぶ。線量霊として学ぶ内容

は、第一に、学校としての組綴的取組を災践する際の、数民のマネジメント・マインドの在り方を理解する。

言語二に、保護者や地域住民とのi藍務協力を推進し、効果的なコミュエケーションを檎喜認するにはどうすべきか

である。繁三に、学校における危機管穫の現状と繰麹を整理し、 F且器量的対応のあり方を学ぶ。

E誇習内容

数機についての議綴｛鐙当E講師：森山 賢一） 8月1日（水）

( 1 ）学校を巡る状況変化

①学校の今罰的線量雪を抱援し、その務長を考える。

②求められる学校数育とは何なのか。除識だけに流されずにその本塁遣を考える。

③数路地主抱える問麹を、社会潔滋の変化、特に保護者との在り方、を中心に考察する＠

(2）子ども綴と数予言綴

①子ども綴および数督綴の変遷を理解する。

②社会変化と子とやも観および教育綴の関係を理解する。

③子どもと大人の繍係、および児童量生徒と教師の関係の在り方と教育の在り方の関係を蕊解する。

(3）数奥の爽務と期待

①公教育を担う学校教践としての法的性格を確認する。

②保宣護者および国民が期待する数白石像を理解するとともに、その予密交を考える。
③毒事門職たる教師の役劉とは何なのかを、おとなの視点だけでなく子どもの視点、からもとらえなおす。

1
 

1
 



必修領域：教育の懸案可率爾 ｛つづき｝

言督習内容

子どもの変化についての理解（担謹言講師．国際俊司） 8月1臼（7]<)

( 1）子どもの発遂に関する脳科学、心理学の最新の知見

①「ストレス関連隊答や発迷障室害、動機付けJと脳のメカェズムとの関係についての検討。

②ミラーニューロンと「心の理論Jの検討。

③発遼持襲警のある子どもたち（広汎性発途隙答、 LD、ADHDなど）の爽慾を理解する。

＠発途陣容のある子どもへの指導方法を採る。

(2）子どもの生活の変化を磁まえた適切な指導の在り方

①不登校・「いじめ」・彪符など子どもたちの今日的な繰怒の笑態と要因を理解する

②子どもたちの生活の変化を踏まえた親子関係の在り方を探る。

③認知療法などの心理療法を含めた遜切な指導法を検討する。

教事審政燦の動向についての理解（担当E講師・坂野燦ニ） 8月2日（木）

( 1）学習指毒事要領改釘毒事の！l!JJ向．
①2008年 1月の中数審答申 f学習指導要綴の改警についてjの概要

②2008/09年告示の小・中・高等学校学習指i尊重喜僚の概重要
③学智樹液製fi目の総(llJ、各教科毒事の変更点

(2）その他の教育改革の動向：

1998年以降の教育政策（中教室器等）・法令改正等の概婆

学校内外の走塁機協力についての渓解｛担当諮舗：翁本みちょ） SF] 2日（木）

( 1）学校における組織的対応の基盤：

①＊Jl織としての学校
②学校総綴の一員として求められるマネジメント・マインドの形成

(2）保殺者・地峨住民との述携による学校づくり：

①「保護者・地域の学校善幸悶Jという発怒の導入

② f保護者・地械の学校参耐Jの促進

③効果的なコミュエケーションの形成に向けて

( 3）学校における危機管理上の課題

①学校における安全教育と安全管怨

②近年の学校安全に隠する政策動向

③保ま護者・地峡との協働による「学校防災機古屋j の強化

(2日関（ 1 2待問｝の講習1

1臼毘

9:20 10:50 11叩 12・：30 13：・20 14:50 15:00 

協議 l: I 務総 E喜食 i荷総 1: I ；荷滋
2悶目

9・20 10:35 10:45 12:00 12:50 14:05 14:15 15:30 15:50 

総務 l: I E持~ 昼食 !Hi I : I E持慈
体

恕

同 12司

16:30 

16:50 

I.it験泌



ど放送大学〉

講習の賄容
I 必修領域(12時間） 1傘45分X15重量

※15愛すべてを視聴しなければ受講したことになりません。

＠テレビ科閤（インターネット配信対応）

言語I音E社会の変化と数防の現代的役劉j

言語1霊童 学校の変容と数機のZ露代的課題 秋田塁審｛－＼；蓄率（蕊京大学数授）

2語2重量 社会の変化と数締の役翠j 機内務彦（塁塁徳大学数綬）

言語3謬 数車連事事門性の発盗塁 今）！警察次郎（名古箆大学名誉教授）

務E昔日 子どもの変化と子どもの理解

2露4雲量 子どもの心王里約5華道整 葉署藤 隆 （自檎学園大学教授）

務5室華 子どもの生活変化と生徒翁襲撃 住悶正樹（放送大学数授）

言語6重量 子どもの問題行動と数管繍雪量 中釜 洋子（元・索京大学数授）

綴7重量 子どもの発霊童隣室撃と特別支援数葱 綴方 明子（明治学院大学教授）

言語田部 教育政策の動向と学校改議

E喜8霊童 全喜善教事筆法制の改正と学校経営 小川正人（放送大学数授）

言語9霊童 学習指署警察綴改uと教育課緩 市川伸一（潔京大学数授）

箆10霊童 学校組綴の遂営と警審理 小松郁夫（玉川大学数授）

一新しい織の創設と学校評価一

5語N音E学校の危機密玉里と組織マネジメント

務11重審 議文飾の悶僚性と紐綴的対応 ｜伊藤盗矢子

（お3誌の水女子大学滋数綬）

務12謬 係官護者・地域社会とのE量生露協力と 号室塁審 iE明（窓i立教育政綴研究所

組綴約対応 数露政事者・評価研究部至急）

綴13謬学校の法縁関震直 i買回 {!fl （日本女子大学数授）

務14:1量学校における危機管理 液凝正樹（褒京学芸大学紛翌）

第V音E現代社会と学校数腎

務15露社会状況の変化と学校教習の繍｜藤田蹴（共栄大学教授）
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