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北翔大学 教育の最新事情

　教員として必要な資質能力が維持されるよう、最新の知識
技能を身につけ、自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊
敬と信頼を得るために、教職についての省察並びに子ども
の変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協
力に関する理解について解説する。

山谷　敬三郎（生涯学習システム学部教授）
門脇　正俊　（生涯学習システム学部教授）
佐藤　義昭　（生涯学習システム学部教授）
佐藤　満雄（生涯学習システム学部教授）
舟橋　安幸（生涯学習システム学部教授）
佐々木　邦子（生涯学習システム学部教授）
高橋　敏憲（大学院生涯学習学研究科非常勤
講師）
松井　一麿（東北大学名誉教授　）

北海道江別市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 300人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
00878号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

保育現場での質を高める

  「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」「学校の内外における連
携協力についての理解」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を目指す。また、幼稚園教諭免許状
の更新者に焦点を当てた内容としている。

大西　道子（札幌大谷大学短期大学部保育科
教授）
甲斐　仁子（藤女子大学人間生活部教授）
毛利　悦（子函館大谷短期大学こども学科准教
授）
佐藤　公文（わかば幼稚園園長、北海道教育大
学教育学部旭川校非常勤講師）

北海道札幌市 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

12,000円 150人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
00865号

03-3237-1080
http://www.youchien-
kikou.com/

岩手県教育委員
会

最新の教育事情

　「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」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、その領域
の専門家の講義を通して、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
とを目指す。

法貴敬（岩手県教育委員会教育長）
宮卓司（岩手県教育委員会学校教育室学校企
画課長）
北城恪太郎（日本ＩＢＭ最高顧問）
鎌田文聰（岩手大学教授）
立花正男（岩手大学准教授）
佐々木宏（アットマークラーニング佐々木オフィ
ス主宰）
清水幹裕（弁護士（清水法律事務所）
三浦光子（臨床心理士）

岩手県盛岡市 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

0円 500人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
00856号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.j
p/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

最新の教育事情

　「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」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、その領域
の専門家の講義を通して、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
とを目指す。

法貴敬（岩手県教育委員会教育長）
宮卓司（岩手県教育委員会学校教育室学校企
画課長）
北城恪太郎（日本ＩＢＭ最高顧問）
鎌田文聰（岩手大学教授）
立花正男（岩手大学准教授）
佐々木宏（アットマークラーニング佐々木オフィ
ス主宰）
清水幹裕（弁護士（清水法律事務所）
三浦光子（臨床心理士）

岩手県滝沢村 12時間
平成22年1月5日～
平成22年1月6日

0円 400人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
00857号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.j
p/info.rbz?nd=86&ik=3

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

  ①幼稚園を巡る近年の状況の変化②教育のプロセス（目
標・計画－実践－評価）③幼稚園教育のめざすもの（「子ど
も観」「教育観」）④教育における教員の役割⑤気になる子ど
もたちの急増⑥家庭や社会環境に起因する気になる子ども
⑦特別な発達的ニーズを持つ気になる子ども⑧新教育基本
法と改正学校教育法の内容についての検討⑨新しい学習
指導要領・幼稚園教育要領の改正に至るまでの背景と議論
⑩今日の幼稚園の社会的な役割⑪幼稚園教育をめぐる最
新情報についての理解

片岡　彰（聖和学園短期大学教授）
足立　智昭（宮城学院女子大学教授）
牛渡　淳（仙台白百合女子大学教授）
石田　一彦（尚絅学院大学女子短期大学部教
授）

宮城県仙台市 12時間
平成21年8月8日～
平成21年8月9日

12,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
00861号

03-3237-1080
http://www.youchien-
kikou.com/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

保育現場での質を高める

　幼稚園教諭を対象とした「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」
「学校の内外における連携協力についての理解」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
今日的な課題についての理解を深めることを目指す。

東　重満（光塩学園女子短期大学非常勤講師、
札幌国際大学短期大学部非常勤講師、藤女子
大学非常勤講師)
関　章信（福島めばえ幼稚園理事長･園長、
（財）全日本私立幼稚園幼児教育研究機構研究
研修委員)
下村　一彦（山形短期大学専任講師）
福田　真一（山形短期大学准教授）
滝澤　真毅（山形短期大学准教授、釧路短期大
学幼児教育学科専任教員、小児科発達外来非
常勤心理士）
村上　智子（山形短期大学専任講師）
片桐　道子山形短期大学准教授（現職）

山形県山形市 12時間
平成21年8月22日,平成
22年1月9日

12,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
00862号

03-3237-1080
http://www.youchien-
kikou.com/

新島学園短期大
学

教育の最新事情

学校・教員・子どもを巡る近年の状況を長期的な視点で省察
する。
校務における適切な情報管理、関係者に対する情報セキュ
リティについて理解する。
幼稚園教育要領の改訂の理解と幼稚園教育の基本をふま
えた指導の実際について理解する。
子どもを取り巻く環境が大きく変化し、子ども虐待が問題と
なっている。児童虐待防止法及び群馬県の子どもの現状、
さらに、発達障害との関連や幼稚園で出会う被虐待児への
支援について事例を通じて検討する。

高山　有紀（キャリアデザイン学科准教授）
花田　経子（キャリアデザイン学科専任講師）
高岩　一美（コミュニティ子ども学科教授）
亀井　聡（コミュニティ子ども学科准教授）
成田　小百合（コミュニティ子ども学科専任講
師）

群馬県高崎市 12時間
平成21年9月13日,
平成21年9月26日

12,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
35063-
00851号

027-326-1155 http://www.niitan.jp/

平成２１年度（第５回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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平成２１年度（第５回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

明和学園短期大
学

教育の現状と課題

「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」「学校の内外における連携
協力についての理解」の４項目に関して学び、最新の知識
や技能の修得を行い、現在における教育の課題等について
の理解を深める。

江島正子（生活学科教授）
西川君代（生活学科兼任講師）

群馬県前橋市 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 40人
平成21年6月22日～
平成21年7月17日

平21-
35064-
00880号

027-231-8286
http://www.hirakatagak
uen.ac.jp/

武蔵丘短期大学 最新教育事情

この講習では、「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
内外における連携協力についての理解」について、講義を
行なう。講義の際には、最新の研究成果を援用しながら、教
育現場の課題等に即する内容を扱うことで、受講者の能力
向上を図る。講義形式を基本とするが、グループワーク等、
さまざまな実施形態を採ることにより、受講者の理解を深め
る。

河井　英子（健康生活学科教授）
安藤　福光（健康生活学科講師）
飯島　賢志（健康生活学科講師）

埼玉県比企郡
吉見町

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
35076-
00875号

0493-54-5101
http://www.musashigao
ka.ac.jp

東京海洋大学 教育の最新事情

「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」「学校の内外における連携
協力についての理解」を内容とし、教員として求められる最
新の知識・技能の修得、今日的な教育課題の理解が深めら
れることを目指す。本講習の主たる対象は、水産系・海洋系
高等学校に勤務し、免許教科「水産」「商船」を有する現職教
員とする。なお、本学が開催する選択講習と同時に受講申
込した者を優先する。

川下　新次郎（海洋科学部教授）
森下　稔（海洋工学部准教授）
佐々木　剛（海洋科学部准教授）
岩瀧　大樹（海洋科学部非常勤講師）

東京都港区 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10029-
00873号

03-5463-4245
http://www.kaiyodai.ac.j
p/

お茶の水女子大
学

教育の最新事情

小学校・中学校・高等学校教諭を対象として「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」「学校の内外における連携協力について
の理解」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
めることを目指す。

耳塚　寛明（大学院人間文化創成科学研究科
教授）
米田　俊彦（大学院人間文化創成科学研究科
教授）
篁　倫子（大学院人間文化創成科学研究科　教
授）
伊藤　亜矢子（大学院人間文化創成科学研究
科　准教授）
冨士原　紀絵（大学院人間文化創成科学研究
科　准教授）
三輪　建二（大学院人間文化創成科学研究科
教授）
石井　朋子（附属高等学校副校長）

東京都文京区 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 300人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
00853号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

教育の最新事情

小学校・中学校・高等学校教諭を対象として「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」「学校の内外における連携協力について
の理解」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
めることを目指す。

浜野　隆（大学院人間文化創成科学研究科　准
教授）
池田　全之（大学院人間文化創成科学研究科
准教授）
井原　成男（大学院人間文化創成科学研究科
教授）
青木　紀久代（大学院人間文化創成科学研究
科　准教授）
冨士原　紀絵（大学院人間文化創成科学研究
科　准教授）
浅川　陽子（附属小学校教諭）
若林　富夫（附属小学校副校長）

東京都文京区 12時間
平成21年8月8日～
平成21年8月9日

12,000円 300人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
00854号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

明治学院大学 教育の最新事情

「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」「学校の内外における連携
協力についての理解」の4つの事項について、教員に求めら
れる最新の知識・技能についての理解を深めることを目指
す。

岡明　秀忠（文学部教授）
望月　重信（文学部教授）
世良　正浩（文学部教授）

東京都港区 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30238-
00879号

03-5421-5149
http://www.meijigakuin.
ac.jp/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

保育現場での質を高める

　「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」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の習得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。

平山　許江（文京学院大学教授）
鈴木　忠（白百合女子大学教授）
渡邊　眞一（横浜国立大学非常勤講師）
安達　譲（大阪薫英女子短期大学非常勤講師）

神奈川県横浜
市

12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

12,000円 150人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
00863号

03-3237-1080
http://www.youchien-
kikou.com/

新潟経営大学 教育の最新事情関係

「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」「学校の内外における連携
協力についての理解」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を目指す。

中島　純（経営情報学部教授）
佐野　浩（経営情報学部准教授）
後藤　康志（新潟医療福祉大学健康科学部講
師）
遠山　孝司（新潟医療福祉大学健康科学部講
師）

新潟県加茂市 12時間
平成21年9月5日～
平成21年9月6日

12,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年8月7日

平21-
30278-
00868号

0256-53-3000
http://www.menkyokk-
niigata.jp/
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平成２１年度（第５回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

保育現場での質を高める

　「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」「幼稚園内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められている最新の知識・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を目指す。

東　重満（学校法人東学園美晴幼稚園園長、
（財）全日本私立幼稚園幼児教育研究機構研究
研修委員長、札幌国際大学短期大学部幼児教
育保育科非常勤講師）
田中　雅道（学校法人光明幼稚園園長、（財）全
日本私立幼稚園幼児教育研究機構副理事長）

石川県金沢市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
00864号

03-3237-1080
http://www.youchien-
kikou.com/

東海大学短期大
学部

教育の最新事情

本講習は幼・小の教諭を主な対象とし、「子どもの変化につ
いての理解」では、子どもの発達について最新の心理学的
知見を紹介し教育場面への適用について考える。「教職に
ついての省察」「教育政策の動向についての理解」では、教
育・教師について考えると共に、教育を巡る近年の状況変
化とそれに対する改革等を取り上げる。「学校の内外におけ
る連携協力についての理解」では、教育目標を実現させるた
めの組織運営、教育課程の編成、学級経営及びその実践を
省察し、今後の学校教育の参画に生かす。

福元　禮子（東海大学短期大学部教授）
臧　　　　俐（同　准教授）
齋藤　慶典（同　講師）

静岡県静岡市
葵区宮前町

12時間
平成21年8月18日～
平成21年8月19日

12,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
35115-
00872号

054-261-6321
http://www.sjc.u-
tokai.ac.jp/

京都ノートルダム
女子大学

教育の最新事情

全教員対象　各1.5時間　講義形式　各100名の2クラス開設
・菅井啓之「教育の専門職として（講習①）」
　　　　　　　「学校での危機に備える（講習⑧）」
・山本智也「教育政策の動向B（講習⑥）」
　　　　　　　「学校を巡る変化と連携協力（講習②）」
・佐藤睦子「子どもの変化と発達の課題（講習③）」
・田中誉樹「子どもの変化とカウンセリングマインド（講習
④）」
・藤本陽三「学校組織の一員として（講習⑦）」
・渡邉規矩郎「教育政策の動向A（講習⑤）」

菅井　啓之（心理学部教授）
山本　智也（生活福祉文化学部准教授）
田中　誉樹（心理学部准教授）
佐藤　睦子（心理学部講師）
藤本　陽三（心理学部特任准教授）
渡邉　規矩郎（兵庫教育大学大学院学校教育
研究科特任教授）

京都府京都市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 200人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
30392-
00858号

075-706-3745
http://www.notredame.
ac.jp/

帝塚山学院大学
学校教員の現代的課題に対する
知識

教職についての省察、教員としての子ども観、教育観等の
省察を通じて学校教員の現代的課題
（①子どもの変化についての理解
②教育政策の動向についての理解
③学校の内外における連携協力についての理解）
についての知識を身につけ理解を深める。

工藤　文三（国立教育政策研究所初等教育研
究部部長）
立田　慶裕（国立教育政策研究所総括研究官）
中嶋　芳昭（富田林市立明治池中学校校長）
西川　隆蔵（人間科学部教授）
大堀　彰子（人間科学研究科教授）
岩崎久美子（国立教育政策研究所総括研究官）
藤田　博康（人間科学研究科教授）
今西　幸蔵（神戸学院大学人文学部教授）
本間　正人（客員教授）
竹内　啓三（関西大学教授）

大阪府堺市 15時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

13,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年7月29日

平21-
30442-
00871号

072-296-
1331(代)

http://www.tezuka-gu.ac

関西大学・財団法
人才能開発教育
研究財団

IMETSフォーラム2009 関西大学
／関西教育メディア研究協議会
第10回特別研修会

必修領域として示されている「教職につていの省察」「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」
「学校の内外における連携協力についての理解」の４項目に
ついて、教育工学的な視点を取り入れながら学ぶことをねら
いとする。

水越敏行（関西大学 特別顧問）
黒上晴夫（関西大学 総合情報学部 教授）
村川雅弘（鳴門教育大学大学院学校教育研究
科 教授）
堀田博史（園田学園女子大学 未来デザイン学
部 教授）
中野由章（千里金蘭大学 人間社会学部 准教
授）
米津俊司（関西大学 初等部・中等部・高等部開
設準備室総括）
青山新吾（岡山県教育庁 指導課 特別支援室
指導主事（主任））

大阪府吹田市 12時間
平成21年8月11日～
平成21年8月12日

12,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
92715-
00855号

03-5437-5601

http://www.sainou.or.jp
/
http://www.kansai-
u.ac.jp/

近大姫路大学
今，学校づくりに求められる教育
の最新事情

1　学校や教員を取り巻く社会状況の変化と専門職としての
教員の期待
２　ＬＤ、ＡＤＨDなどの新たな課題の理解と対応、子どもの変
化や特性に応じた学級経営の在り方
３　法令改正、学習指導要領の改訂に対応した教育課程の
編成
４　マネジメント・マインドの形成、子どもの安全確保
など以上の4点を中心とした内容

辻村　哲夫(近大姫路大学教育学部教授)
戸江　茂博(近大姫路大学教育学部教授)
井上　真由美(近大姫路大学教育学部講師)
長瀬　善雄(近大姫路大学教育学部講師)
鈴木　正幸(近大姫路大学教育学部特任教授)

兵庫県姫路市 12時間
平成21年08月10日～
平成21年08月11日

12,000円 50人
平成21年06月16日～
平成21年06月30日

平21-
30458-
00859号

079-247-7301
http://kindaihimeji-
u.ac.jp/
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平成２１年度（第５回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

近大姫路大学
今，学校づくりに求められる教育
の最新事情

1　学校や教員を取り巻く社会状況の変化と専門職としての
教員の期待
２　ＬＤ、ＡＤＨDなどの新たな課題の理解と対応、子どもの変
化や特性に応じた学級経営の在り方
３　法令改正、学習指導要領の改訂に対応した教育課程の
編成
４　マネジメント・マインドの形成、子どもの安全確保
など以上の4点を中心とした内容

辻村　哲夫(近大姫路大学教育学部教授)
戸江　茂博(近大姫路大学教育学部教授)
井上　真由美(近大姫路大学教育学部講師)
長瀬　善雄(近大姫路大学教育学部講師)
鈴木　正幸(近大姫路大学教育学部特任教授)

兵庫県豊岡市 12時間
平成21年07月19日～
平成21年07月20日

12,000円 40人  平成21年06月16日～平成
平21-
30458-
00860号

079-247-7301
http://kindaihimeji-
u.ac.jp/

神戸女子大学
教育の最新事情（これからの教
育を考える）

　学校をめぐる近年の状況変化、教員に対する社会の要
請、特別支援教育に関する課題、学級経営や生徒指導に関
する課題、学習指導要領の改訂や教育改革の動向、組織
的対応や保護者・地域社会との連携、危機管理上の課題な
どの最近の教育事情について検討し、課題解決に向けての
取り組み、在り方を考える。

岸本芳信（文学部講師）
近藤久史（文学部教授）
中島　實（文学部教授）
前田研史（文学部教授）
荒堀浩文（文学部准教授）
鷲尾悦朗（文学部講師）
小林正治（文学部非常勤講師）

兵庫県神戸市 12時間
平成21年8月6日,平成
21年8月7日

12,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
30470-
00869号

078-737-2285
http://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/wu/index.html

神戸女子大学
教育の最新事情（これからの教
育を考える）

　学校をめぐる近年の状況変化、教員に対する社会の要
請、特別支援教育に関する課題、学級経営や生徒指導に関
する課題、学習指導要領の改訂や教育改革の動向、組織
的対応や保護者・地域社会との連携、危機管理上の課題な
どの最近の教育事情について検討し、課題解決に向けての
取り組み、在り方を考える。

岸本芳信（文学部講師）
近藤久史（文学部教授）
中島　實（文学部教授）
前田研史（文学部教授）
荒堀浩文（文学部准教授）
鷲尾悦朗（文学部講師）
小林正治（文学部非常勤講師）

兵庫県神戸市 12時間
平成21年8月27日,平成
21年8月28日

12,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
30470-
00870号

078-737-2285
http://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/wu/index.html

姫路獨協大学 教育の最新事情

学校教育の現場で教育実践の生きた力となりうる幅広くか
つ深い学びを目指す。子どもを取り巻く状況の把握とその上
にたった教育指導上の知識と技能の修得を中心に、最新の
学問の成果を踏まえて各分野を扱う。形式は講義のほか、
討論やロールプレイ等も含み、日々の実践上の課題にもア
プローチ出来るよう工夫する。

上寺常和（医療保健学部教授）
田中亨胤（医療保健学部教授）
平岡清志（外国語学部教授）
島崎保（医療保健学部教授
森田惠子（医療保健学部准教授）
中嶋佐恵子（外国語学部准教授）
江原千恵（医療保健学部准教授）
森脇裕美子（医療保健学部講師）

兵庫県姫路市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 200人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
30480-
00874号

079-223-2211 http://www.himeji-
du.ac.jp/

夙川学院短期大
学

教育の最新事情

本講習は、小学校教諭・幼稚園教諭を対象とした、必修とな
る教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動
向及び学校の内外における連携協力についての理解に関
する事項をすべて含めた内容である。
教員養成課程において授業を担当している専任教員を中心
に、講義、演習、グループ討議、実技などの形式により、２日
間連続して実施する。

岡崎 公典（児童教育学科教授）
岸永 康延（児童教育学科教授）
早田 由美子（児童教育学科教授）
北野 正治（美術・デザイン学科教授）
三木 麻子（児童教育学科准教授）
森田 健宏（児童教育学科 准教授）
番匠 明美（児童教育学科 准教授）
六村 眞規子（美術・デザイン学科准教授）
井上 千晶（児童教育学科 講師）
齋藤 尚志（児童教育学科 講師）
福井 裕子（児童教育学科 非常勤講師）
上松 幸一（京都府京都児童相談所ケースワー
カー)

兵庫県西宮市 12時間
平成21年8月7日～
平成21年8月8日

12,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
35295-
00867号

0798-73-9139
http://www.shukugawa-
c.ac.jp/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

保育現場での質を高める

  「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」「学校の内外における連
携協力についての理解」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を目指す。

小田　豊（独立行政法人国立特別支援教育総
合研究所理事長）
佐藤　哲也（兵庫教育大学大学院学校教育研
究科准教授）

兵庫県神戸市 12時間
平成21年8月21日～
平成21年8月22日

12,000円 80人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
00866号

03-3237-1080
http://www.youchien-
kikou.com/

エリザベト音楽大
学

教育の最新事情

「教育ネットワーク中国（大学間連携組織）」加盟大学教員が
講師となり、教育委員会の協力を得て講習を実施します（申
請・修了認定事務等はエリザベト音楽大学が担当）。各分野
の専門家およびゲスト・スピーカーが「教育の最新事情」の
必修4領域に関して、講義又は演習形式で理解を深めること
をめざします。小、中、高等学校の現職教員又は免許状所
持者等を対象とします。

川野祐二（音楽学部教授）
山田みき（音楽学部専任講師）
田中泉（広島経済大学経済学部教授）
志々田 まなみ （広島経済大学経済学部准教
授）
松浦正博（広島女学院大学文学部教授）
桐木建始（広島女学院大学文学部教授）
戸田浩暢（広島女学院大学文学部准教授）
岡本徹（広島修道大学人文学部教授）
高山智行（近畿大学工学部教授）

広島県広島市 12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月27日

12,000円 100人

第1次募集
平成21年6月16日～平
成21年7月3日
欠員があった場合は第
2次募集を実施。
平成21年10月1日～平
成21年10月9日

平21-
30507-
00852号

082-221-0918
http://www.eum.ac.jp
http://www.enica.ne.jp

別府大学 教育の最新事情を学ぶ

　本講習は、必修事項の４領域「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についての理解」を、最新の
教育改革動向や事例をふまえて講義を行う。（主として中等
教育段階の教諭を対象に開講する。）

坂本護（文学部准教授）
佐藤新治（文学部教授）
大嶋美登子（文学部教授）
瀬戸口昌也（文学部准教授）
今井航（文学部准教授）

大分県別府市 12時間
平成21年8月8日～
平成21年8月9日

12,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月5日

平21-
30580-
00876号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 教育の最新事情を学ぶ

　本講習は教育についての最新事情について、次のような
テーマで講義を行う。①変わる教育内容と教育制度　②学
校と教師の今③子どもの心の理解と発達支援　④学校・家
庭・地域社会の連携にむけて　（主として中等教育段階の教
諭を対象に開講する。）

川瀬泰治（文学部教授）
矢島潤平（文学部准教授）
瀬戸口昌也（文学部准教授）
長尾秀吉（文学部助教）
渡邊須美子（文学部助教）

大分県別府市 12時間
平成21年8月22日～
平成21年8月23日

12,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月12日

平21-
30580-
00877号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/
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